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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって再チューニングギャップが発生する時間
をスケジューリングするための方法であって、前記再チューニングギャップは、前記ＷＴ
ＲＵが前記ＷＴＲＵの無線周波数フロントエンドを現在アクティブなコンポーネントキャ
リアに再チューニングすることができる期間であり、前記方法は、
　再チューニングトリガイベントを検出するステップと、
　前記トリガイベントが検出されることを条件に、再チューニングギャップが発生する期
間を判定するステップと、
　前記再チューニングギャップの間に無線周波数フロントエンドの再チューニングを実行
するステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記再チューニングトリガイベントは、前記ＷＴＲＵによって受信された明示的な信号
、または前記ＷＴＲＵによる暗黙的な判定のうちのいずれか一方に基づくことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＷＴＲＵによって受信された前記明示的な信号は、コンポーネントキャリアのアク
ティブ化または非アクティブ化に基づくｅＮｏｄｅＢ（evolved Node B）から受信された
信号を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記再チューニングトリガイベントの前記暗黙的な判定は、１つまたは複数のコンポー
ネントキャリアの間欠受信の状態の変化を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記再チューニングギャップの期間の前記判定は、アップリンクの送信またはダウンリ
ンクの送信に基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記送信は、物理ダウンリンク制御チャネルの受信、アップリンクのハイブリッド自動
再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバック、またはダウンリンクのＨＡＲＱフィードバックの
うちのいずれか１つに基づくことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記再チューニングギャップの長さ以上の長さを有するアイドル期間を判定するステッ
プをさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記再チューニングギャップの期間の前記判定は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲ
Ｑ）プロセスの送信の状態に基づき、
　前記再チューニングギャップは、すべてのアップリンクおよびダウンリンクＨＡＲＱプ
ロセスがアイドル状態となった後に判定され、前記ＨＡＲＱプロセスは、前記ＷＴＲＵが
ＨＡＲＱ肯定応答を生成するか、前記ＷＴＲＵがＨＡＲＱ肯定応答を受信するか、または
すべてのＨＡＲＱプロセスに関して送信の最大数に達することを条件にアイドル状態にな
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記再チューニングギャップの期間の前記判定は、すべてのアクティブなコンポーネン
トキャリア上の先行のアクティブな送信または再送信の終わりからアイドル期間を検出す
ることに基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記再チューニングギャップの期間は、前記検出されたアイドル期間が前記再チューニ
ングギャップの長さ以上の長さを有することを条件に判定されることを特徴とする請求項
９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記再チューニングギャップの期間の前記判定は間欠受信（ＤＲＸ）サイクルに基づく
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　再チューニングギャップは、すべてのアクティブなコンポーネントキャリアがＤＲＸア
クティブ時間内にないという条件、および
　次のＤＲＸの動作継続時間の期間までの時間の長さが前記再チューニングギャップの長
さ以上であるという条件で判定されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記判定された再チューニングギャップは、すべてのアクティブ化されたコンポーネン
トキャリアが、ＤＲＸアクティブ時間内にもはや存在しない、または次のＤＲＸの動作継
続時間もしくは次のＤＲＸサイクルの前の要求される再チューニングギャップの期間内に
存在するという条件で適用されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　トリガイベントが検出されることを条件に、再チューニングギャップが発生する期間を
判定し、
　前記再チューニングギャップの間に無線周波数フロントエンドの再チューニングを実行
するように構成されたプロセッサを備え、
　前記再チューニングギャップは、前記ＷＴＲＵが前記ＷＴＲＵの無線周波数フロントエ
ンドを現在アクティブなコンポーネントキャリアに再チューニングすることができる期間
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であることを特徴とする無線送受信ユニット。
【請求項１５】
　前記再チューニングトリガイベントは、前記ＷＴＲＵによって受信された明示的な信号
、または前記ＷＴＲＵによる暗黙的な判定のうちのいずれか一方に基づくことを特徴とす
る請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記ＷＴＲＵによって受信された前記明示的な信号は、コンポーネントキャリアのアク
ティブ化または非アクティブ化に基づくｅＮｏｄｅＢ（evolved Node B）から受信された
信号を含むことを特徴とする請求項１５に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記再チューニングトリガイベントの前記暗黙的な判定は、１つまたは複数のコンポー
ネントキャリアの間欠受信の状態の変化を含むことを特徴とする請求項１５に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１８】
　前記再チューニングギャップの期間の前記判定は、アップリンク送信またはダウンリン
ク送信に基づくことを特徴とする請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１０年５月２５日に出願された米国仮特許出願第６１／３４７，９９７
号、２０１０年５月２６日に出願された米国仮特許出願第６１／３４８，５１０号、およ
び２０１０年６月１８日に出願された米国仮特許出願第６１／３５６，３５９号の利益を
主張するものであり、これらの仮出願の内容は、参照により本明細書に援用される。
【０００３】
　３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）ＬＴＥ（Long Term Evolution）
リリース８および９の間欠受信（ＤＲＸ）プロシージャは、物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ）の受信の期間を判定する。ＰＤＣＣＨの受信および構成された準永続的
スケジューリングが、ダウンリンク（ＤＬ）コンポーネントキャリア（ＣＣ）上の物理ダ
ウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）およびアップリンク（ＵＬ）ＣＣ上の物理アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の送信がいつ発生するかを判定する。
【０００４】
　ＬＴＥリリース８／９（ＬＴＥリリース１０にも適用可能）において、ネットワークは
、ＷＴＲＵを間欠受信（ＤＲＸ）のためのパラメータを用いて構成することができる。Ｄ
ＲＸは、ＷＴＲＵの電力消費を低減させる目的で、ＷＴＲＵがＰＤＣＣＨを監視または復
号しないことを可能にする機能である。ＤＲＸ機能は、いくつかの特定のＲＮＴＩに関す
るＰＤＣＣＨの活動に基づくルールの特定の組に依存する。これらのルールは、ネットワ
ークおよびＷＴＲＵが、ＷＴＲＵが制御シグナリングを用いて到達可能であるときに関し
て適切に同期されることを保証する。
【０００５】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥリリース１０）は、その他の方法の中でもとりわけ
、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）とも呼ばれる帯域幅の拡張を使用してＬＴＥリリー
ス８／９のデータレートを向上させることを目的とする発展である。ＣＡによって、ＷＴ
ＲＵは、複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ）のＰＵＳＣＨおよびＰＤＳＣＨ（のそれ
ぞれ）を介して同時に送信および受信することができる。ＵＬおよびＤＬにおいて最大５
つまでのＣＣを使用することができ、したがって、１００ＭＨｚまでの柔軟な帯域幅の割
り当てをサポートする。
【発明の概要】
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【０００６】
　無線送信／受信ユニットによって再チューニングギャップが発生する時間をスケジュー
リングするための方法が、再チューニングトリガイベントを検出するステップと、トリガ
イベントが検出されることを条件に、再チューニングギャップが起こる期間を判定するス
テップと、再チューニングギャップの間に無線周波数フロントエンドの再チューニングを
実行するステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　さらに詳細な理解が、添付の図面と併せて例として与えられる以下の説明から得られる
であろう。
【図１Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態が実装され得る例示的な通信システムの
システム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示された通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２Ａ】いくつかの例示的なキャリアアグリゲーションの展開のシナリオを示す図であ
る。
【図２Ｂ】いくつかの例示的なキャリアアグリゲーションの展開のシナリオを示す図であ
る。
【図３】例示的なＤＲＸサイクルを示すタイミング図である。
【図４Ａ】ＷＴＲＵベースの再チューニングギャップの判定のための方法のフローチャー
トである。
【図４Ｂ】ＷＴＲＵベースの再チューニングギャップの決定のための方法のフローチャー
トである。
【図４Ｃ】ＷＴＲＵベースの再チューニングギャップの決定のための方法のフローチャー
トである。
【図５】マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルのタイミング図である。
【図６】アクティブ化期間（activation period）がＤＲＸサイクルと同じ長さを有する
タイミング図である。
【図７】アクティブ化期間がＤＲＸの動作継続時間（On Duration）と同じ長さを有する
タイミング図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態が実装され得る例示的な通信システム
１００の図である。通信システム１００は、複数の無線ユーザに音声、データ、ビデオ、
メッセージング、放送などのコンテンツを提供する多元接続システムであってもよい。通
信システム１００は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有によって複数の無線ユー
ザがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能とする。例えば、通信システム１０
０は、ＣＤＭＡ（code division multiple access）、ＴＤＭＡ（time division multipl
e access）、ＦＤＭＡ（frequency division multiple access）、ＯＦＤＭＡ（orthogon
al FDMA）、およびＳＣ－ＦＤＭＡ（single-carrier FDMA）などの１つまたは複数のチャ
ネルアクセス方法を採用することができる。
【０００９】
　図１Ａに示されるように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）１０４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネッ
ト１１０、ならびにその他のネットワーク１１２を含んでもよいが、開示される実施形態
は、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を考
慮することが理解されるであろう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２
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ｄのそれぞれは、無線環境内で動作および／または通信するように構成された任意の種類
のデバイスであってもよい。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および
１０２ｄは、無線信号を送信および／または受信するように構成することができ、ユーザ
機器（ＵＥ）、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュ
ータ、無線センサー、および家庭用電化製品などを含んでもよい。
【００１０】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂも含むことができる。基
地局１１４ａおよび１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネット１
１０、および／またはネットワーク１１２などの１つまたは複数の通信ネットワークへの
アクセスを容易にするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および１０２ｄ
のうちの少なくとも１つと無線でインターフェースをとるように構成された任意のタイプ
のデバイスであってもよい。例として、基地局１１４ａおよび１１４ｂは、無線基地局（
ＢＴＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢ、サイト
コントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、無線ルータなどであってもよい。基地局１１
４ａおよび１１４ｂはそれぞれ単一の要素として示されているが、基地局１１４ａおよび
１１４ｂは、任意の数の相互に接続された基地局および／またはネットワーク要素を含み
得ることが理解されるであろう。
【００１１】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の一部であってもよく、ＲＡＮ１０４は、その他の基
地局、および／または基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（
ＲＮＣ）、中継ノードなどのネットワーク要素（図示せず）も含み得る。基地局１１４ａ
および／または基地局１１４ｂは、セルと称されうる特定の地理的領域（図示せず）内で
無線信号を送信および／または受信するように構成されてもよい。セルは、セルのセクタ
にさらに分割されてもよい。例えば、基地局１１４ａに関連するセルは、３つのセクタに
分割されてもよい。したがって、一実施形態において、基地局１１４ａは、３つのトラン
シーバ、すなわち、セルの各セクタに対して１つのトランシーバを含んでもよい。別の実
施形態において、基地局１１４ａは、ＭＩＭＯ（multiple-input multiple output）技術
を採用することができ、したがって、セルの各セクタに対して複数のトランシーバを利用
してもよい。
【００１２】
　基地局１１４ａおよび１１４ｂは、任意の好適な無線通信リンク（例えば、無線周波数
（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）とすることがで
きる無線インターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび
１０２ｄのうちの１つまたは複数と通信することができる。無線インターフェース１１６
は、任意の好適な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立されてもよい。
【００１３】
　より具体的には、上述のように、通信システム１００は、多元接続システムであっても
よく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡなどの１つまた
は複数のチャネルアクセススキームを使用してもよい。例えば、ＲＡＮ１０４内の基地局
１１４ａ、ならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃは、ＷＣＤＭＡ（wide
band CDMA）を使用して無線インターフェース１１６を確立することができるＵＭＴＳ（U
niversal Mobile Telecommunications System（UTRA）Terrestrial Radio Access）など
の無線技術を実装することができる。ＷＣＤＭＡは、ＨＳＰＡ（High-Speed Packet Acce
ss）および／またはＨＳＰＡ＋（Evolved HSPA）などの通信プロトコルを含んでもよい。
ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（High-Speed Downlink Packet Access）および／またはＨＳＵ
ＰＡ（High-Speed Uplink Packet Access）を含んでもよい。
【００１４】
　別の実施形態において、基地局１１４ａならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１
０２ｃは、ＬＴＥ（Long Term Evolution）および／またはＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）
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を使用して無線インターフェース１１６を確立することができるＥ－ＵＴＲＡ（Evolved 
UMTS Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装してもよい。
【００１５】
　その他の実施形態において、基地局１１４ａならびにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよ
び１０２ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperabi
lity for Microwave Access））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００－１Ｘ、ＣＤＭ
Ａ２０００ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Interim Standard 2000）、ＩＳ－９５（Inter
im Standard 95）、ＩＳ－８５６（Interim Standard 856）、ＧＳＭ（Global System fo
r Mobile communications：登録商標）、ＥＤＧＥ（Enhanced Data rates for GSM Evolu
tion）、ＧＥＲＡＮ（GSM EDGE）などの無線技術を実装してもよい。
【００１６】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄ
ｅＢ、またはアクセスポイントであってもよく、事業所、家庭、車両およびキャンパスな
どの局所的な地域で無線接続を容易にするための任意の好適なＲＡＴを利用してもよい。
一実施形態において、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ１０２ｃおよび１０２ｄは、無線
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立するためのＩＥＥＥ８０２．１１などの
無線技術を実装してもよい。別の実施形態において、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ１
０２ｃおよび１０２ｄは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立するた
めのＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装してもよい。さらに別の実施形態におい
て、基地局１１４ｂならびにＷＴＲＵ１０２ｃおよび１０２ｄは、セルラベースのＲＡＴ
（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａなど）を利
用してピコセルまたはフェムトセルを確立してもよい。図１Ａに示されたように、基地局
１１４ｂは、インターネット１１０への直接的なコネクションを有してもよい。したがっ
て、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセ
スすることを必要としない。
【００１７】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信してもよく、コアネットワーク１０６
は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄのうちの１つまたは複数に音
声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（voice over internet protoc
ol）サービスを提供するように構成された任意の種類のネットワークであってもよい。例
えば、コアネットワーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーションベース
のサービス、プリペイド電話、インターネット接続および映像配信などを提供し、および
／またはユーザ認証などの高レベルのセキュリティ機能を実行してもよい。図１Ａには示
されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４
と同じＲＡＴ、または異なるＲＡＴを使用するその他のＲＡＮと直接的または間接的に通
信してもよいことが理解されるであろう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用すること
ができるＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６は、ＧＳＭ無
線技術を使用する別のＲＡＮ（図示せず）とも通信してもよい。
【００１８】
　コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２
ｄがＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／またはその他のネットワーク１１
２にアクセスするためのゲートウェイとしての役割を果たしてもよい。ＰＳＴＮ１０８は
、ＰＯＴＳ（plain old telephone service）を提供する回線交換電話ネットワークを含
んでもよい。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群の伝送
ＴＣＰ（transmission control protocol）、ＵＤＰ（user datagram protocol）、およ
びＩＰ（internet protocol）などの共通の通信プロトコルを使用する、相互に接続され
たコンピュータネットワークおよびデバイスの全世界的なシステムを含んでもよい。ネッ
トワーク１１２は、その他のサービスプロバイダによって所有および／または運用される
有線または無線通信ネットワークを含んでもよい。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡ
Ｎ１０４と同じＲＡＴ、または異なるＲＡＴを使用し得る１つまたは複数のＲＡＮに接続
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された別のコアネットワークを含んでもよい。
【００１９】
　通信システム１００のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄの一部ま
たはすべては、マルチモード機能を含んでもよく、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃおよび１０２ｄは、異なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通
信するための複数のトランシーバを含んでもよい。例えば、図１Ａに示されたＷＴＲＵ１
０２ｃは、セルラベースの無線技術を使用することができる基地局１１４ａと、およびＩ
ＥＥＥ８０２無線技術を使用することができる基地局１１４ｂと通信するように構成され
てもよい。
【００２０】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるように、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１２２、スピ
ーカー／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、
着脱不能メモリ１３０、着脱可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位システム（ＧＰ
Ｓ）チップセット１３６、およびその他の周辺機器１３８を含んでもよい。ＷＴＲＵ１０
２は、実施形態に準拠したまま、上述の要素の任意の部分的な組合せを含んでもよいこと
が理解されるであろう。
【００２１】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル
シグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つ
または複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意
のその他の種類の集積回路（ＩＣ）および状態機械などであってもよい。プロセッサ１１
８は、信号の符号化、データ処理、電力制御、入力／出力処理、および／またはＷＴＲＵ
１０２が無線環境で動作することを可能にする任意のその他の機能を実行することができ
る。プロセッサ１１８は、トランシーバ１２０に結合されてもよく、トランシーバ１２０
は、送信／受信要素１２２に結合されることができる。図１Ｂはプロセッサ１１８および
トランシーバ１２０を別個のコンポーネントとして示すが、プロセッサ１１８およびトラ
ンシーバ１２０は、電子的なパッケージまたはチップに一緒に統合されてもよいことが理
解されるであろう。
【００２２】
　送信／受信要素１２２は、無線インターフェース１１６を介して基地局（例えば、基地
局１１４ａ）に信号を送信するか、または基地局（例えば、基地局１１４ａ）から信号を
受信するように構成されてもよい。例えば、一実施形態において、送信／受信要素１２２
は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように構成されたアンテナであってもよい。
別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信
号を送信および／または受信するように構成されたエミッタ／ディテクタであってもよい
。さらに別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号と光信号の両方を送
信および受信するように構成されてもよい。送信／受信要素１２２は、無線信号の任意の
組合せを送信および／または受信するように構成されてもよいことが理解されるであろう
。
【００２３】
　加えて、送信／受信要素１２２は、図１Ｂにおいて単一の要素として示されるが、ＷＴ
ＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含んでもよい。より具体的には、ＷＴ
ＲＵ１０２は、ＭＩＭＯ技術を採用してもよい。したがって、一実施形態において、ＷＴ
ＲＵ１０２は、無線インターフェース１１６を介して無線信号を送信および受信するため
に２つ以上の送信／受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含んでもよい。
【００２４】
　トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２によって送信されることになる信号を変
調し、送信／受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構成されてもよい
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。上述したように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有してもよい。したがって、
トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１な
どの複数のＲＡＴを介して通信することを可能にするための複数のトランシーバを含んで
もよい。
【００２５】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／マイクロホン１２４、キーパッド
１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイユ
ニット）に結合されてもよく、それらからユーザ入力データを受信してもよい。プロセッ
サ１１８は、スピーカー／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／またはディ
スプレイ／タッチパッド１２８にユーザデータを出力してもよい。さらに、プロセッサ１
１８は、着脱不能メモリ１３０および／または着脱可能メモリ１３２などの任意の種類の
適切なメモリからの情報にアクセスし、それらのメモリにデータを記憶することができる
。着脱不能メモリ１３０は、ＲＡＭ（random-access memory）、ＲＯＭ（read-only memo
ry）、ハードディスク、または任意のその他の種類のメモリストレージデバイスを含んで
もよい。着脱可能メモリ１３２は、ＳＩＭ（subscriber identity module）カード、メモ
リスティックおよびセキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含んでもよい。その他
の実施形態において、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず
）などの、ＷＴＲＵ１０２に物理的に位置しないメモリからの情報にアクセスし、そのメ
モリにデータを記憶することができる。
【００２６】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信することができ、ＷＴＲＵ１０２にお
けるその他のコンポーネントに電力を分配し、および／またはその電力を制御するように
構成されてもよい。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に給電するための任意の好適なデバイ
スであってもよい。例えば、電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（例えば、ニッケル
カドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチ
ウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池および燃料電池などを含んでもよい。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にも結合されてもよく、ＧＰＳチップ
セット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および緯度
）を提供するように構成されてもよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、
またはＧＰＳチップセット１３６からの情報の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例
えば、基地局１１４ａおよび１１４ｂ）から無線インターフェース１１６を介して位置情
報を受信し、および／または２つ以上の近隣の基地局から受信されている信号のタイミン
グに基づいて、そのＷＴＲＵ１０２の位置を判定してもよい。ＷＴＲＵ１０２は、実施形
態に準拠したまま、任意の好適な位置判定方法によって位置情報を取得することができる
ことが理解されるであろう。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、その他の周辺機器１３８にさらに結合されてもよく、その他の周
辺機器１３８は、追加的な特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続を提供する
１つまたは複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含んでもよい。
例えば、周辺機器１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメ
ラ（写真または動画用）、ＵＳＢ（universal serial bus）ポート、振動デバイス、テレ
ビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュー
ル、ＦＭ（周波数変調）ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー
、ビデオゲームプレーヤーモジュールおよびインターネットブラウザなどを含んでもよい
。
【００２９】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上述したように、ＲＡＮ１０４は、無線インターフェース１１６を介してＷＴＲ
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Ｕ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して
もよい。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６とも通信してもよい。
【００３０】
　ＲＡＮ１０４はｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃを含んでもよいが、Ｒ
ＡＮ１０４は、実施形態に準拠したまま、任意の数のｅＮｏｄｅＢを含んでもよいことが
理解されるであろう。ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれが、無
線インターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと通信す
るための１つまたは複数のトランシーバを含んでもよい。一実施形態において、ｅＮｏｄ
ｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装してもよい。したがって
、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａに無
線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信することができる。
【００３１】
　ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず
）に関連付けられてもよく、無線リソース管理の決定、ハンドオーバ決定、アップリンク
および／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構
成されてもよい。図１Ｃに示されるように、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４
０ｃは、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信してもよい。
【００３２】
　図１Ｃに示されるコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１４２、サービングゲートウェイ１４４およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲ
ートウェイ１４６を含んでもよい。上述の要素のそれぞれはコアネットワーク１０６の一
部として示されているが、これらの要素のうちの任意の要素は、コアネットワークの運用
者以外の主体によって所有および／または運用されてもよいことが理解されるであろう。
【００３３】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅＢ１４０
ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれに接続されてもよく、制御ノードとしての役割を
果たしてもよい。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃ
のユーザの認証、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
および１０２ｃの初期アタッチ中の特定のサービングゲートウェイの選択などの役割を担
ってもよい。ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどのその他の
無線技術を使用するその他のＲＡＮ（図示せず）との間の切り替えのための制御プレーン
の機能も提供することができる。
【００３４】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４におけ
るｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂおよび１４０ｃのそれぞれに接続されてもよい。概し
て、サービングゲートウェイ１４４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに／
からユーザのデータパケットをルーティングおよび転送することができる。サービングゲ
ートウェイ１４４は、ｅＮｏｄｅＢ間のハンドオーバ中にユーザプレーンのアンカリング
すること、ダウンリンクのデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃに利用可
能であるときのページングのトリガすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２
ｃのコンテキストを管理および記憶することなどのその他の機能も実行してもよい。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続されてもよく、
ＰＤＮゲートウェイ１４６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃがインターネ
ット１１０などのパケット交換ネットワークにアクセスできるようにして、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃとＩＰ対応デバイスの間の通信を容易にすることができる
。
【００３６】
　コアネットワーク１０６は、その他のネットワークとの通信を容易にすることができる
。例えば、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃがＰ
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ＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークにアクセスできるようにして、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂおよび１０２ｃと従来の固定電話回線通信デバイスの間の通信を容易にする
ことができる。例えば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ
１０８との間のインターフェースとしての役割を果たすＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰ
マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含んでもよく、またはそのようなＩＰ
ゲートウェイと通信してもよい。さらに、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂおよび１０２ｃが、その他のサービスプロバイダによって所有および／または
運用されるその他の有線または無線ネットワークを含み得るネットワーク１１２にアクセ
スできるようにしてもよい。
【００３７】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）は、ＷＴＲＵのセルＲＮＴＩ（radio network te
mporary identifier）（Ｃ－ＲＮＴＩ）、物理アップリンク制御チャネルに適用可能な送
信電力制御（ＴＰＣ）コマンドを送信するために使用されるＲＮＴＩ（ＴＰＣ－ＰＵＣＣ
Ｈ－ＲＮＴＩ）、ＰＵＳＣＨに適用可能なＴＰＣコマンドを送信するために使用されるＲ
ＮＴＩ（ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩ）、および準永続的スケジューリングＣ－ＲＮＴ
Ｉ（semi-persistent scheduling C-RNTI）（構成されている場合）に関するＷＴＲＵの
ＰＤＣＣＨ監視活動を制御する間欠受信（ＤＲＸ）機能による無線リソース制御（ＲＲＣ
）シグナリングによって構成されてもよい。
【００３８】
　ＰＤＣＣＨは、概念的に２つの異なる領域に分離される。ＷＴＲＵが動作すべきＤＣＩ
を当該ＷＴＲＵにより探し出すことができるＣＣＥの位置の組は、サーチスペース（ＳＳ
）と称される。ＳＳは、概念的に、共通ＳＳ（common SS：ＣＳＳ）と、ＷＴＲＵ固有Ｓ
Ｓ（WTRU-specific SS：ＵＥＳＳ）とに分けられる。ＣＳＳは、所与のＰＤＣＣＨを監視
するすべてのＷＴＲＵに共通であり、一方、ＵＥＳＳは、ＷＴＲＵごとに異なる。両方の
ＳＳが所与のサブフレームにおいて所与のＷＴＲＵに関して重なる場合があり、その理由
は、これがランダム化関数の結果であるためであり、この重なりはサブフレームごとに異
なる。
【００３９】
　ＷＴＲＵのネットワークへのコネクション、ケイパビリティおよびサポートされる特徴
に応じて、ＷＴＲＵは、ｅＮＢからのグラント、割り当ておよびその他の制御情報に関す
る以下のＲＮＴＩのうちの１つまたは複数を監視する。
【００４０】
　システム情報ＲＮＴＩ（System Information RNTI：ＳＩ－ＲＮＴＩ）は、セルに固有
であり、ＣＳＳで、ＰＤＳＣＨ上のシステム情報のスケジューリングを示すために使用さ
れる。
【００４１】
　ページングＲＮＴＩ（Paging RNTI：Ｐ－ＲＮＴＩ）を、ＣＳＳにおいて、（主として
アイドルモードにおいて）ページング通知の復号のために複数のＷＴＲＵに割り当てるこ
とができる。
【００４２】
　ランダムアクセスＲＮＴＩ（Random Access RNTI：ＲＡ－ＲＮＴＩ）は、ＰＤＳＣＨ上
のランダムアクセス応答（Random Access Response）のスケジューリングを示すために使
用され、どの時間－周波数リソースがランダムアクセスプリアンブル（random access pr
eamble）を送信するためにＷＴＲＵによって使用されたかを明確に識別する。
【００４３】
　マルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）ＲＮＴＩ
（multimedia broadcast and multicast service（MBMS）RNTI：Ｍ－ＲＮＴＩ）は、セル
に固有であり、ＣＳＳにおいて、ＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＣＣＨ）上の変更通知を復号
するために使用される。
【００４４】
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　セルＲＮＴＩ（以降、Ｃ－ＲＮＴＩ）は、コンテンションフリーグラントおよび割り当
てに対し、通常、ＵＥＳＳにおけるＤＣＩに対し、ＰＤＣＣＨを復号するために使用され
るＷＴＲＵに固有のＲＮＴＩである。
【００４５】
　テンポラリＣ－ＲＮＴＩ（Temporary C-RNTI）は、通常、コンテンションベースプロシ
ージャに対しメッセージ４の復号のために、および／またはＷＴＲＵがそのＷＴＲＵ自身
のＣ－ＲＮＴＩを割り当てられる前に使用される。
【００４６】
　準永続的スケジューリングＣ－ＲＮＴＩ（Semi-Persistent scheduling C-RNTI：ＳＰ
Ｓ－Ｃ－ＲＮＴＩ）は、通常、ＵＥＳＳにおいて、ＰＤＳＣＨ上の準永続的なＤＬ割り当
て、またはＰＵＳＣＨ上のＵＬグラントをアクティブ化するために使用される。
【００４７】
　ＷＴＲＵがＲＲＣ接続モードであるとき、およびＤＲＸが構成されている場合、ＷＴＲ
Ｕは、ＤＲＸオペレーションを使用して不連続的にＰＤＣＣＨを監視することができ、そ
うでない場合、ＷＴＲＵは連続的にＰＤＣＣＨを監視する。ＤＲＸオペレーションを使用
するとき、ＷＴＲＵは、その他の要件に従ってＰＤＣＣＨを監視することができる。ＲＲ
Ｃは、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ、ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ、ｄ
ｒｘ－ＲｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＴｉｍｅｒ（ブロードキャストプロセスを除くＤＬ
ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスごとに１つ）、ｌｏｎｇＤＲＸ－ｃｙｃ
ｌｅ、ｄｒｘＳｔａｒｔＯｆｆｓｅｔタイマーの値、ならびに任意的にｄｒｘＳｈｏｒｔ
ＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒおよびｓｈｏｒｔＤＲＸ－ｃｙｃｌｅを含むいくつかのタイマーを
構成することによってＤＲＸオペレーションを制御する。ＤＬ－ＨＡＲＱプロセスごとの
ＨＡＲＱ往復遅延時間（ＲＴＴ）タイマーも定義される（ブロードキャストプロセスを除
く）。
【００４８】
　ＤＲＸサイクルが構成されるとき、アクティブ時間（Active Time）は、ｏｎＤｕｒａ
ｔｉｏｎＴｉｍｅｒ、ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒ、ｄｒｘ－Ｒｅｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎＴｉｍｅｒ、もしくはｍａｃ－ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉ
ｏｎＴｉｍｅｒが動作している間の時間、スケジューリング要求がＰＵＣＣＨ上で送信さ
れ、未決定のままである間の時間、未決定のＨＡＲＱ再送信に対するＵＬグラントが発生
する場合があり、対応するＨＡＲＱバッファにデータが存在する間の時間、またはＷＴＲ
Ｕによって選択されていないプリアンブルに対するランダムアクセス応答の正常な受信の
後で、ＷＴＲＵのＣ－ＲＮＴＩにアドレス指定された新しい送信を示すＰＤＣＣＨが受信
されていない間の時間を含む。
【００４９】
　アクティブ時間の期間の間に、ＰＤＣＣＨのサブフレームに対して、当該サブフレーム
が半二重周波数分割複信（ＦＤＤ）のＷＴＲＵのオペレーションのためのＵＬ送信に必要
とされない場合、および当該サブフレームが構成された測定ギャップ（measurement gap
）の一部ではない場合、ＷＴＲＵはＰＤＣＣＨを監視することができる。監視されたＰＤ
ＣＣＨがＤＬ送信を示す場合、またはＤＬの割り当てが現在のサブフレームに対して構成
されている場合、ＷＴＲＵは、対応するＨＡＲＱプロセスに関するＨＡＲＱ－ＲＴＴタイ
マーを開始し、対応するＨＡＲＱプロセスに関するｄｒｘ－Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎＴｉｍｅｒを停止することができる。監視されたＰＤＣＣＨが新たな送信（ＤＬまたは
ＵＬのいずれか）を示す場合、ＷＴＲＵは、ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｉｔｙＴｉｍｅｒを
開始または再始動することができる。
【００５０】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥリリース１０において、ＷＴＲＵは、キャリアアグリゲーションを介
して１つもしくは複数のＵＬ－ＣＣおよび／または１つもしくは複数のＤＬ－ＣＣに接続
されてもよい。送信が任意のコンポーネントキャリア上で有効化および／または無効化さ
れるとき、ＷＴＲＵは、無線周波数（ＲＦ）フロントエンドを再チューニングして、要求
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される処理およびバッテリー消費を最小化することができる。概して、コンポーネントキ
ャリアは、トラフィックの要件および無線状況に応じて有効化および無効化され得る。こ
れは、明示的なアクティブ化もしくは非アクティブ化シグナリング、独立したＤＲＸプロ
シージャ、または両方のプロシージャの何らかの組合せかのいずれかによって実現されて
もよい。ｅＮＢ（enhanced Node B）からＷＴＲＵへの明示的なアクティブ化または非ア
クティブ化シグナリングを適用してもよく、レイヤ１（ＰＤＣＣＨ）シグナリング、レイ
ヤ２（ＭＡＣ制御要素（ＣＥ））シグナリング、またはレイヤ３（ＲＲＣ）シグナリング
を含んでもよい。
【００５１】
　この状況においては、リリース８／９のＤＲＸプロシージャを適用してもよい。ＤＲＸ
の状態は、既存のまたは同様のリリース８／９のプロシージャに従って、各ＣＣまたはＣ
Ｃの異なるサブセットに対して独立に判定されてもよい。１つのＣＣまたはＣＣのサブセ
ットのＤＲＸの状態は、その他の構成されたＣＣと相互排他的である。ＤＲＸの状態は、
すべての構成されたＣＣに共通であってもよく、したがって、任意の１つのＣＣ上のイベ
ントがすべてのＣＣのＤＲＸの状態に影響を与える。独立したＤＲＸが適用される場合、
明示的なアクティブ化または非アクティブ化に関するものと同じＲＦフロントエンドの再
チューニングが、処理および電力要件を低減させるために、１つのＣＣまたはＣＣのサブ
セットがＤＲＸに入るか、またはＤＲＸを離れるたびに適用される場合がある。
【００５２】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）が構成されるときに妥当なＷＴＲＵのバッテリー消
費を可能にするために、セカンダリセル（secondary cell：Ｓセル）のＤＬのアクティブ
化または非アクティブ化メカニズムがサポートされる（すなわち、アクティブ化または非
アクティブ化は、プライマリセル（primary cell：Ｐセル）には適用されない）。Ｓセル
が非アクティブ化されるとき、ＷＴＲＵは、対応するＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨを受信
する必要がなく、ＣＱＩの測定を実行することも要求されない。反対に、Ｓセルがアクテ
ィブであるとき、ＷＴＲＵは、ＰＤＳＣＨおよびＰＤＣＣＨ（ＷＴＲＵがこのＳセルから
のＰＤＣＣＨを監視するように構成されている場合）を受信する場合があり、ＣＱＩの測
定を実行することができることが予測される。しかし、ＵＬにおいては、ＷＴＲＵは、対
応するＰＤＣＣＨ上でスケジューリングされるときに任意のＳセルにおいてＰＵＳＣＨ上
で送信することができることになる（すなわち、ＵＬにおいてはＳセルの明示的なアクテ
ィブ化が存在しない）。
【００５３】
　アクティブ化または非アクティブ化メカニズムは、ＭＡＣ－ＣＥと非アクティブ化タイ
マーとの組合せに基づく。ＭＡＣ－ＣＥは、ＳセルのＤＬアクティブ化および非アクティ
ブ化に関するビットマップを搬送し、１に設定されたビットは、対応するＳセルのアクテ
ィブ化を示し、０に設定されたビットは、対応するＳセルの非アクティブ化を示す。ビッ
トマップを用いて、Ｓセルを個々にアクティブ化および非アクティブ化することができ、
単一のアクティブ化または非アクティブ化コマンドが、Ｓセルのサブセットをアクティブ
化または非アクティブ化することができる。１つの非アクティブ化タイマーがＳセルごと
に保持されるが、１つの共通の値がＲＲＣによってＷＴＲＵごとに構成される。
【００５４】
　可変データレートのサービスがサポートされるので、ＣＣ上の送信および受信は、最適
な性能のために、ならびにＷＴＲＵの処理およびバッテリー寿命を最小化するという動機
の考慮のために頻繁に有効化および無効化される必要がある。
【００５５】
　図２は、ＣＡに関する潜在的な展開のシナリオの一部を示す。リリース１０においては
、ＵＬに関して、焦点は、同一帯域内のキャリアアグリゲーションをサポートすることに
ある（例えば、シナリオ＃１、ならびにＦ１およびＦ２が同じ帯域内にあるときのシナリ
オ＃２および＃３）。ＤＬに関して、図２に示されるシナリオのすべてを、リリース１０
でサポートすることができる。
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【００５６】
　ＬＴＥリリース８／９において、ＰＤＣＣＨは、端末デバイス（以降、ＷＴＲＵ）に、
ＤＬ送信のためのＰＤＳＣＨリソースを割り当て、ＵＬ送信のためのＰＵＳＣＨリソース
を許可するためにネットワーク（例えば、ｅＮＢ）によって使用される。ＷＴＲＵは、ｅ
ＮＢにスケジューリング要求（ＳＲ）を送信することによって、ＵＬ送信のための無線リ
ソースを要求することができる。ＳＲをＰＵＣＣＨ上の専用リソース（Ｄ－ＳＲ）上（構
成されている場合に）で送信し、またはランダムアクセスプロシージャ（ＲＡ－ＳＲ）を
用いて（構成されていない場合に）のいずれかで送信することができる。ＷＴＲＵは、構
成されたリソースにおけるＰＤＣＣＨ上で受信されたグラント（準永続的にスケジューリ
ングされたＵＬグラント）のいずれかで示されたＰＵＳＣＨ上の送信に関してｅＮＢによ
って無線リソースを許可される。
【００５７】
　ネットワークが任意の所与のサブフレームに関してＷＴＲＵにＵＬキャリアおよびＤＬ
キャリアの１つのペアのみを割り当てるシングルキャリアシステムであるＬＴＥリリース
８／９においては、ＵＬに対しアクティブな単一のＨＡＲＱプロセスと、ＤＬに対しアク
ティブな単一のＨＡＲＱプロセスとが存在する。
【００５８】
　ＬＴＥリリース８／９に関しては、以下（もしあれば、最大でＣ－ＲＮＴＩ／ＳＰＳ－
Ｃ－ＲＮＴＩによる１つのＵＬグラントおよび１つのＤＬ割り当てが存在すること、もし
あれば、最大でＰ－ＲＮＴＩによる１つのメッセージ（ページング）およびＳＩ－ＲＮＴ
Ｉによる１つのメッセージ（ＳＩの変更通知）がＣＳＳにおいて存在すること）に従って
、複数の制御情報メッセージ（すなわち、ＤＣＩ）を、各サブフレームにおいてＰＤＣＣ
Ｈ上でＷＴＲＵによって受信することができる。
【００５９】
　したがって、ＤＲＸの利益はＰＤＣＣＨに関する一部の処理を省くことにとどまらない
。ＷＴＲＵがＵＬグラントおよびＤＬ割り当てに関してＰＤＣＣＨを監視することを要求
されないサブフレームに関して、ＷＴＲＵの実装は（ＷＴＲＵがＰＤＣＣＨを監視しない
サブフレームの数が十分に大きく、例えば、数１０ミリ秒である場合）、メモリコンポー
ネント、および／またはベースバンドコンポーネントの一部を含み得るそのＷＴＲＵのト
ランシーバ回路の少なくとも一部をオフにすることを選択してもよい。
【００６０】
　例示的なＤＲＸサイクルが、図３に示される。ＬＴＥリリース８／９において、ＷＴＲ
Ｕは、通常、以下のイベントのうちの１つが発生するときにランダムアクセス（ＲＡ）プ
ロシージャを開始する。ＷＴＲＵがＲＲＣコネクションを確立するためにネットワークに
初期アクセスするとき、ＷＴＲＵがハンドオーバプロシージャ中にターゲットセルにアク
セスするとき、ＷＴＲＵがＲＲＣコネクション再確立（RRC Connection Re-establishmen
t）プロシージャを実行するとき、ＷＴＲＵがＲＡプロシージャを実行するようにネット
ワークによって（すなわち、通常ＤＬのデータの到着に関するＰＤＣＣＨ－ＲＡ命令（PD
CCH RA order）によって）指示されるとき、ＷＴＲＵがスケジューリング要求を行うが、
要求のためのＰＵＣＣＨ上の個別リソースを持たないとき、ならびに通常、ＷＴＲＵが、
そのＷＴＲＵのバッファにおける既存のデータよりも高い優先度である送信すべき新しい
ＵＬデータを有するときである。
【００６１】
　ＷＴＲＵが個別ＲＡＣＨリソース（例えば、特定のプリアンブルおよび／またはＰＲＡ
ＣＨリソース）を割り当てられるか否かに応じて、ＲＡプロシージャは、コンテンション
フリー（ＣＦＲＡ）であるか、またはコンテンションベース（ＣＢＲＡ）であるかのいず
れかである場合があり、以下のステップを含む。第１に、プリアンブルが、ＰＲＡＣＨの
リソース上で送信される。第２に、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）が受信され、ＲＡＲ
は、ＵＬの送信に関する許可と、タイミングアドバンスコマンド（Timing Advance Comma
nd：ＴＡＣ）とを含む。
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【００６２】
　ＣＢＲＡに関しては、２つの追加的なステップが実行される。第３は、レイヤ２／レイ
ヤ３（すなわち、実際のＲＡプロシージャ）メッセージの送信である。第４に、コンテン
ション解決が実行され、ＷＴＲＵが、ＰＤＣＣＨ上のＣ－ＲＮＴＩ、またはＤＬ－ＳＣＨ
上のＷＴＲＵコンテンション解決識別（WTRU Contention Resolution Identity）情報の
いずれかに基づいて、そのＷＴＲＵがＲＡＣＨプロシージャを正常に完了したか否かを判
定する。
【００６３】
　ＬＴＥリリース８／９において、ＣＱＩ、ＰＭＩ、またはＲＩレポートの送信のための
個別リソースおよびスケジューリング要求のための個別リソース（Ｄ－ＳＲ）により、Ｒ
ＲＣを用いてＷＴＲＵを構成してもよい。加えて、ＳＰＳのための個別ＵＬリソースによ
りＷＴＲＵを構成してもよく、すなわち、ＵＬ－ＳＰＳのためのＰＵＳＣＨリソースによ
り、および対応するＤＬ－ＳＰＳ構成に関するＨＡＲＱ肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（
ＮＡＣＫ）（Ａ／Ｎ）のためのＵＬ－ＰＵＣＣＨリソースによりＷＴＲＵを構成してもよ
い。ネットワークは、ＰＵＳＣＨの送信のためのＵＬリソースを割り振る際に、スケジュ
ーリング決定を支援するためにＷＴＲＵに個別ＳＲＳリソースを割り当てることもできる
。
【００６４】
　ＬＴＥリリース８／９においては、ＷＴＲＵが、周期的なＳＲＳに関するＵＬ送信、ま
たはＰＵＣＣＨ上もしくはＰＵＳＣＨ上のいずれかにおけるＵＬ送信を実行する前に（す
なわち、ＨＡＲＱ　Ａ／Ｎフィードバック、ＳＲ、周期的なＣＱＩ、ＰＭＩ、もしくはＲ
Ｉレポート）、ＷＴＲＵは、ネットワークとの適切なタイミング調整を必要とする。ＵＬ
同期は、最初に、ＲＡＣＨプロシージャを使用して実現され、その後、ネットワークが、
ＤＬにおいてＴＡＣを送信して適切なタイミング調整を維持する。ＴＡＣは、ＲＡプロシ
ージャ中にＲＡＲにおいて、またはタイミングアドバンスＭＡＣ－ＣＥ（Timing Advance
 MAC CE）において受信されてもよい。
【００６５】
　ＴＡＣを受信した後、ＷＴＲＵは、ＴＡタイマー（ＴＡＴ）を再始動する。ＴＡＴが稼
動しているとき、ＷＴＲＵは、ＰＵＳＣＨ送信を実行しないサブフレームにおけるＰＵＣ
ＣＨリソース上で送信することができる（シングルキャリア特性）。ＰＵＣＣＨリソース
は、ＰＵＣＣＨ領域の周波数分割または時分割リソースにおける、ＰＤＳＣＨの送信に関
するＨＡＲＱ　Ａ／Ｎフィードバックのために動的に割り当てられる。ＷＴＲＵは、ＰＤ
ＳＣＨ割り当てを示したＰＤＣＣＨ上で受信されたＤＣＩの最初のＣＣＥに基づいて、ど
のＰＵＣＣＨリソースを使用すべきかを判定する。
【００６６】
　ＴＡＴは、少なくとも、ＴＡＴ（すなわち、ｔｉｍｅＡｌｉｇｎｍｅｎｔＴｉｍｅｒで
あり、有効化される場合、５００ｍｓから最大１０２４０ｍｓまでの範囲となる）の構成
された値に等しい期間、ネットワークからＴＡＣを受信しないとき、同期されたＷＴＲＵ
に対して満了する場合がある。ＷＴＲＵは、すべてのＴＡＣがその期間中にロストする場
合に、すなわち、十分な繰返しを使用したスケジューラの実装によって最小化され得るま
れなエラーの事例である、複数のＴＡＣの連続的な喪失の結果、ＴＡＣを受信しない場合
がある。あるいは、ＷＴＲＵは、ネットワークが新たな送信に関してＷＴＲＵをもはやス
ケジューリングしないときに、個別ＵＬリソースを暗黙的に解放する目的で、ネットワー
クがいかなるＴＡＣも送信しない場合に、ＴＡＣを受信しない場合がある。ＷＴＲＵのタ
イミングアドバンス（timing advance）の有効性は、すべてｅＮＢによって制御される。
【００６７】
　ＴＡＴが満了するときに、ＷＴＲＵは、あらゆる構成されたＳＲＳリソース、およびＤ
－ＳＲ、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩに関するＰＵＣＣＨリソース、ならびにあらゆる構成され
たＤＬおよびＵＬ－ＳＰＳリソースを含むＷＴＲＵの個別ＵＬリソースを解放する。
【００６８】
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　さらに、ＷＴＲＵは、いったん当該ＷＴＲＵがネットワークと同期しているとみなされ
ないと、いかなるＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨの送信も実行しない場合がある。もはや同
期されていない場合があるＷＴＲＵからのＵＬ送信を避ける１つの理由は、その他のＷＴ
ＲＵの送信に対する起こり得る干渉を防止することである。加えて、ＵＬ送信を避けるこ
とは、単純に、ネットワークからのＴＡＣがない結果としてＴＡＴを満了させることによ
って、スケジューラが個別ＵＬリソースを破棄するための暗黙的な手段を提供する。
【００６９】
　ＰＤＳＣＨおよびＰＵＳＣＨをスケジューリングするための制御情報を、１つまたは複
数のＰＤＣＣＨ上で送信することができる。ＵＬキャリアおよびＤＬキャリアのペアに対
して１つのＰＤＣＣＨを使用するＬＴＥリリース８／９のスケジューリングに加えて、ネ
ットワークがその他のＣＣにおけるＰＤＳＣＨ割り当ておよび／またはＰＵＳＣＨグラン
トを提供することを可能にするクロスキャリアスケジューリング（cross-carrier schedu
ling）も、所与のＰＤＣＣＨに関してサポートされ得る。
【００７０】
　ＣＡにより動作するＬＴＥリリース１０のＷＴＲＵに関して、各ＣＣにつき１つのＨＡ
ＲＱエンティティが存在し、各ＨＡＲＱエンティティは、８つのＨＡＲＱプロセス、すな
わち、１つのＲＴＴの間のサブフレームごとに１つのＨＡＲＱプロセスを有する。任意の
所与のサブフレームにおいて、ＵＬに関しておよびＤＬに関してアクティブな２つ以上の
ＨＡＲＱプロセスが存在する場合があるが、ＣＣごとに最大で１つのＵＬ－ＨＡＲＱプロ
セスおよび１つのＤＬ－ＨＡＲＱプロセスが存在する。
【００７１】
　以降で言及するときに、用語「プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）」は、一
般性を失うことなく、一部の機能、例えば、セキュリティパラメータおよび非アクセス層
（ＮＡＳ）の情報の導出がそのコンポーネントキャリアにのみ適用可能であり得る、複数
のコンポーネントキャリアにより動作するように構成されたＷＴＲＵのキャリアを含む。
ＷＴＲＵは、ＤＬに関する少なくとも１つのＰＣＣ（ＤＬ－ＰＣＣ）と、ＵＬに関する１
つのＰＣＣ（ＵＬ－ＰＣＣ）により構成されてもよい。その結果として、ＷＴＲＵのＰＣ
Ｃでないキャリアは、以降、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）と呼ばれる。
【００７２】
　例えば、ＤＬ－ＰＣＣは、最初にシステムにアクセスするときに、初期セキュリティパ
ラメータを導出するためにＷＴＲＵによって使用されるＣＣに対応してもよい。例えば、
ＵＬ－ＰＣＣは、ＰＵＣＣＨリソースが所与のＷＴＲＵに関するすべてのＨＡＲＱ－Ａ／
Ｎおよびチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックを搬送するように構成されるＣＣに
対応してもよい。
【００７３】
　ＷＴＲＵのセルは、一般に、ＤＬ－ＣＣを含み、任意的に、１組のＵＬリソース、例え
ば、ＵＬ－ＣＣと組み合わされる。ＬＴＥリリース１０に関して、プライマリセル（Ｐセ
ル）は、ＤＬ－ＰＣＣとＵＬ－ＰＣＣとの組合せを含む。ＷＴＲＵのマルチキャリア構成
のセカンダリセル（Ｓセル）は、ＤＬ－ＳＣＣおよび任意的にＵＬ－ＳＣＣを含む（すな
わち、ＬＴＥリリース１０においては、ＷＴＲＵがＵＬ－ＣＣよりも多くのＤＬ－ＣＣで
構成される非対称構成がサポートされる）。ＬＴＥリリース１０に関して、ＷＴＲＵのマ
ルチキャリア構成は、１つのＰセルと、最大で５つのＳセルとを含む。
【００７４】
　ＣＡによって、ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドにおいて複数の受信機チェーンを同時
に使用することができる。また、隣接していないスペクトルのサポートは、ＲＦフロント
エンドが異なるスペクトルの部分の間のブロッキング信号（blocking signal）を抑制す
ることができる必要があることを暗に示す。
【００７５】
　ＤＲＸに関連するＣＡの１つの側面は、ＷＴＲＵの電力消費を、トランシーバの異なる
コンポーネントとそれらのスタートアップ時間との間に分散させることである。別の側面
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は、ＷＴＲＵに関して構成されるＳセルの数、電力消費に対するそれらの影響、およびＲ
Ｆフロントエンドの再構成の影響である。１つまたは複数のＣＣのアクティブ化および／
または非アクティブ化は、ＲＦフロントエンドで使用される帯域幅およびサンプリングレ
ートの変更を必要とする場合があり、ＷＴＲＵへの送信およびＷＴＲＵからの送信が不可
能となり得る期間（数百マイクロ秒から最大２ｍｓまでの間である場合がある）につなが
る。
【００７６】
　本明細書において、ＣＣの（および特にＳＣＣの）「アクティブ化」に言及するときに
、一般に、そのＷＴＲＵのトランシーバがそのＷＴＲＵのマルチキャリア構成のＰセルに
関し、および場合によっては１つまたは複数のＳセルに関しても、関連するＤＬ－ＣＣ上
で受信を行い、および／または関連するＵＬ－ＣＣ上で送信を行うことができることをＷ
ＴＲＵが保証するプロセスを含む。これは、「アクティブ」状態ではない状態から遷移す
る場合、上記で説明されたように、ＲＦフロントエンドの再構成を含んでもよい。同様に
、ＣＣの「非アクティブ化」は、ＣＣが「アクティブ」ではない状態を指し、それによっ
て、この状態からの遷移はやはり同様の意味合いを持つ場合がある。
【００７７】
　実装および電力消費、ならびにそれぞれの状態遷移を実行するときの要件の観点で、所
与のＣＣに関するＤＲＸの状態の変化とアクティブ化状態における変化との間に相違があ
る場合がある。
【００７８】
　複数のＣＣにより動作するように構成されたＷＴＲＵに関して、ＰＣＣに関するＰＤＣ
ＣＨ監視および／またはＰＤＳＣＨ受信は、通常、アクティブ化され、ＤＲＸによって管
理されてもよい。構成されたＳＣＣに関するＰＤＣＣＨ監視および／またはＰＤＳＣＨ受
信は、アクティブ化されるか、または非アクティブ化されるかのいずれかであってもよく
、アクティブ化されるときはＤＲＸによってさらに管理されてもよい。
【００７９】
　ＷＴＲＵが複数のＣＣにより動作しているとき、クロスキャリアスケジューリング、す
なわち、ＰＤＣＣＨを使用する、キャリアをまたがったスケジューリングをサポートする
ことができる。クロスキャリアスケジューリングが可能であるときに、ＰＤＣＣＨの監視
は、すべての構成されたおよび／またはアクティブなキャリアにおいて必要とはならない
場合がある。
【００８０】
　マルチキャリアオペレーションによりＷＴＲＵの電力節減を考えるとき、いくつかの異
なる代替手段が存在する。共通のＤＲＸ（ベースライン）の代替手段において、ＷＴＲＵ
は、すべてのＣＣに対して同一であるＤＲＸアクティブ時間の一部であるサブフレームに
おいて（ＰＤＣＣＨにより構成される）、すべてのＣＣに関するＰＤＣＣＨを監視する。
独立したＤＲＸの代替手段においては、すべてのＤＲＸタイマーはＣＣごとであり、その
結果、ＷＴＲＵは（ＰＤＣＣＨで構成される）、ＣＣごとにＰＤＣＣＨを独立に監視する
。高速なアクティブ化または非アクティブ化メカニズムにおいて、Ｓセルは（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨを用いて）、Ｌ１シグナリング、または（例えば、ＭＡＣ－ＣＥを用いて）Ｌ２
シグナリングのいずれかによって個々にアクティブ化および非アクティブ化される場合が
あり、単一のアクティブ化または非アクティブ化コマンドが、サービングセルのサブセッ
トをアクティブ化または非アクティブ化することができる。この高速なアクティブ化また
は非アクティブ化メカニズムは、単独で使用されるか、または共通のＤＲＸの代替手段ま
たは独立したＤＲＸの代替手段と組み合わされてもよい。
【００８１】
　ＷＴＲＵが単一のＲＦフロントエンドで設計される場合、ＣＣの送信または受信が有効
化または無効化されるたびに、ＲＦの受信および送信の再チューニングが、その有効化ま
たは無効化に含まれないその他のＣＣ上の送信に影響を与える場合がある。ＷＴＲＵの送
信および受信の処理要件を最小化するために、ＵＬ－ＣＣおよびＤＬ－ＣＣは、送信およ
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び受信の失敗を取り除くかまたは最小化するために、必要なときにだけ有効化されるべき
である。
【００８２】
　マルチキャリアオペレーションをサポートするＷＴＲＵ、すなわち、ＣＡによるＬＴＥ
リリース１０のシステムにおいて２つ以上のＣＣが構成され得るＷＴＲＵに関して、少な
くとも１つのＣＣのアクティブ化または非アクティブ化のために、ＲＦの再チューニング
を実行する、起こり得る必要性に対処しながらＷＴＲＵの電力消費をどのように最大化す
るかが考慮される。ＤＲＸメカニズムと併せて（例えば、ＣＣのアクティブ化および非ア
クティブ化を可能にする）、ＲＦフロントエンドの再構成の処理が考慮され、その再構成
の時間中、ネットワークはＷＴＲＵをスケジューリングすることができない場合がある。
ＳＣＣをオンもしくはオフにすること（例えば、ＤＲＸ）および／または（非）アクティ
ブ化すること（例えば、おそらくはＲＦフロントエンドの再構成を要求すること）が両方
ともＷＴＲＵの実装に対して可能とするものとして、アクティブ化されたＣＣのそれぞれ
に関するＤＲＸアクティブ時間、すなわち、ＷＴＲＵが送信のためにネットワークスケジ
ューラによってアドレス指定され得るサブフレームの処理も、考慮される。
【００８３】
　ＷＴＲＵおよびネットワークは、どのＣＣをＷＴＲＵが監視するか、およびどのサブフ
レームに関してＷＴＲＵが制御シグナリング（例えば、ＰＤＣＣＨ）を監視するかについ
て一貫性があり同期された見地を有しなければならない。１つの問題は、どのイベントが
各ＣＣに関するＤＲＸアクティブ時間に影響し、ＷＴＲＵがＲＦフロントエンドの再チュ
ーニングを実行することが可能か否である。
【００８４】
　ＷＴＲＵは、所与の期間中の何らかのスケジューリング活動を検出して、そのＷＴＲＵ
が追加的なＳＣＣをアクティブ化すること、または現在アクティブなＳＣＣを非アクティ
ブ化することができるか否かを判定することができる。スケジューリング活動は、必要な
調整を実行するためにどのサブフレームを使用することができ、それらの調整の間に、影
響を受けるＣＣについて制御シグナリングを受信することをＷＴＲＵが予想されないこと
を暗黙的または明示的に示してもよい。
【００８５】
　ＷＴＲＵおよびネットワークがＵＬタイミングおよびＨＡＲＱ状態に関して同期された
ままであることを保証することが望ましい。この同期は（例えば、ＣＣを（非）アクティ
ブ化する目的で実行される）、ＲＦフロントエンドの再構成時のタイミング調整の処理を
含み、この再構成は、ＷＴＲＵが適切なＵＬのタイミング調整ができていると引き続きみ
なされるために必要とされるよりも大きなずれへとつながる場合がある。同期は、スケジ
ューリングギャップの間の、すなわち、ネットワークがＷＴＲＵをスケジューリングする
ことができない可能性がある時間の間のＨＡＲＱ状態の処理も含む。
【００８６】
　ＷＴＲＵは、ＲＦ再チューニング後に、そのＷＴＲＵが適切なＵＬ同期を取得するべき
か否かを判定することができる。ＷＴＲＵがＨＡＲＱプロセスの制御シグナリングを受信
（例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ）または送信（例えば、ＰＵＣＣＨ）できない間に、
当該ＷＴＲＵは少なくとも１つのアクティブなＨＡＲＱプロセスが存在する所与のサブフ
レームで適切なＨＡＲＱ状態を判定することができる。
【００８７】
　送信または受信のアイドル期間がＷＴＲＵによって予測され得るか、またはｅＮＢと調
整され得るまでＣＣの有効化および／または無効化を遅らせることによって、再チューニ
ングの送信または受信の失敗を最小化し、または除去することができる。ＣＣの有効化お
よび／または無効化は、明示的な手段か、または暗黙的な手段かのいずれかによって判定
され、再チューニングギャップと呼ばれる、既知の期間がＷＴＲＵとｅＮＢの間で調整さ
れる。
【００８８】
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　一般に、提案される方法のそれぞれに関して、ＣＣの有効化および／または無効化トリ
ガイベントに続き、ＷＴＲＵは、その有効化および／または無効化によっては影響されな
いその他のＣＣ上の送信または受信の失敗を最小化し、場合によっては除去することがで
きる最も早い再チューニングギャップの機会を判定する。好ましくは、ＷＴＲＵによって
判定された再チューニングギャップがｅＮＢに知られており、したがって、ｅＮＢが、送
信または受信の失敗を除去するためのさらなるアクションを行うことができることである
。
【００８９】
　再チューニングギャップの機会のＷＴＲＵの自律的な判定を、ｅＮＢから受信された明
示的なシグナリングから、またはＷＴＲＵによって検出されたトリガイベントに基づいて
暗黙的に開始することができる。ｅＮＢは、１つまたは複数のＣＣのアクティブ化および
／または非アクティブ化を要求する明示的なシグナリングを送信することができる。ｅＮ
Ｂのシグナリングは、１つまたは複数のＣＣの有効化および／または無効化を要求するＰ
ＨＹ－ＰＤＣＣＨコマンド、ＭＡＣ制御要素、またはＲＲＣ構成メッセージ（RRC config
uration message）であってもよい。ｅＮＢの要求を受信すると、ＷＴＲＵは、以下で説
明されるいくつかの方法のうちの１つに従って次の再チューニングギャップの機会を判定
する。
【００９０】
　アクティブ化または非アクティブ化を、１つまたは複数の構成されたＣＣのＤＲＸの状
態によって暗黙的にトリガすることができる。それぞれの構成されたＣＣまたは構成され
たＣＣのサブセットがその他のＣＣに対して相互排他的な独立したＤＲＸの状態を有する
場合、任意の１つのＣＣまたはＣＣのサブセットのＤＲＸの状態の変化は、次の再チュー
ニングギャップの機会のＷＴＲＵの自律的な判定を開始する結果となる。すべての構成さ
れたＣＣが共通のＤＲＸの状態を有する場合、共通のＤＲＸの状態の変化は、次の再チュ
ーニングギャップの機会を判定する結果となり得る。
【００９１】
　任意の構成されたＣＣ上のＷＴＲＵのアクティブな送信または受信状態の間、ＷＴＲＵ
は、再チューニング期間を可能にする非アクティブな送信または受信状態がすべての構成
されたＣＣ上で判定されるまで、任意のＣＣの有効化および／または無効化を遅延させる
ことができる。代替的に、ＷＴＲＵは、すべての有効化されたＣＣ上の個々のＵＬおよび
ＤＬ送信および再送信を追跡して、再チューニング期間中の送信または受信の失敗を最小
化し、潜在的に除去する再チューニングギャップが存在するときを判定することができる
。
【００９２】
　また、ｅＮＢは、既知の再チューニングギャップの期間中に、新たな送信および再送信
を開始することを避けるために、再チューニングギャップを判定し、ＣＣのアクティブ化
および／または非アクティブ化がトリガされたときを判定するためのＷＴＲＵの自律的な
方法の事実を考慮することができる。
【００９３】
　明示的なシグナリングおよび／または暗黙的なイベントのいずれかが１つまたは複数の
ＣＣを有効化または無効化する必要性をトリガする場合、ＣＣ送信または受信の有効化ま
たは無効化が、次の再チューニングギャップにおいて実行される。
【００９４】
　２つ以上の有効化および／または無効化トリガイベントが、ＷＴＲＵによって判定され
た再チューニングギャップが発生する前に発生する場合がある。複数のトリガイベントが
発生するとき、それらのイベントは、より後に受信されたイベントが優先されることを除
いて追加的となる。ＣＣの異なるサブセットがトリガイベントを経る場合、組み合わされ
たスーパーセットが、再チューニングギャップが発生するときに影響を受ける。一部のま
たはすべてのトリガされたＣＣトリガイベントが消去される場合もある。例えば、トリガ
イベントは、有効化されたＣＣが、無効化イベントと、その後の有効化イベントとを有す
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る場合、消去される場合がある。すべての検出されたトリガイベントが後続のトリガイベ
ントによって消去される場合、ＷＴＲＵによって判定された再チューニングギャップは取
り消され、通常の送信および受信を、前にスケジューリングされた再チューニングギャッ
プの期間にわたって継続することができる。
【００９５】
　ＰＵＳＣＨおよびＰＤＳＣＨ送信に直接関連しない送信も、ＷＴＲＵが次の利用可能な
再チューニングギャップを判定するときに考慮することができる。例えば、さらに、以下
の場合、すなわち、任意のＰＵＣＣＨ送信（すなわち、周期的なＣＱＩ、ＰＭＩ、もしく
はＲＩに関する）、任意の周期的もしくは非周期的な要求されたＳＲＳの送信、ＭＳＧ１
乃至４が中断されない限り、進行中のＲＡＣＨプロシージャ、ページング機会（paging o
ccasion）、またはシステム情報の受信は、ＷＴＲＵによって判定される再チューニング
ギャップの機会を排除する場合がある。
【００９６】
　送信および再送信が、ＷＴＲＵに知られており、ＷＴＲＵが、この認識に基づいて自律
的な再チューニングギャップの判定を行う場合がある。新たなＵＬ送信は、４つの送信時
間間隔（ＴＴＩ）より前のＰＤＣＣＨの受信に基づいて事前に知られる。ＵＬ再送信も、
ＨＡＲＱフィードバック、または４つのＴＴＩより前のＰＤＣＣＨのスケジューリングに
よって事前に知られる。ＤＬ再送信も、そのＨＡＲＱプロセスの最も早い再送信の少なく
とも８つのＴＴＩより前のＷＴＲＵによって生成されたフィードバックから概算すること
ができる。
【００９７】
　これらの場合、ＷＴＲＵは、進行中の送信を中断することを避けるために、アイドル期
間がいつ起こり得るかを判定して、利用可能なＣＣの任意のサブセットのアクティブ化お
よび／または非アクティブ化のための再チューニングプロシージャを適用することができ
る。ＷＴＲＵは、すべての構成されたＵＬのＣＣおよびＤＬのＣＣ上の送信および再送信
の機会を追跡することができる。ＷＴＲＵは、必要とされる再チューニング期間の継続時
間以上である共通のアイドル期間がすべてのＣＣにまたがって発見されるときに再チュー
ニングギャップを判定する。
【００９８】
　図４Ａは、ＷＴＲＵが再チューニングギャップの機会を判定するための方法４００のフ
ローチャートである。ＣＣトリガイベントが発生し（ステップ４０２）、ＷＴＲＵが、少
なくとも要求される再チューニング期間と同一の長さであるアイドル期間を検出するとき
に、再チューニングギャップの機会を判定する（ステップ４０４）。
【００９９】
　ＷＴＲＵは、ＣＣの有効化および／または無効化イベントに続いて、再チューニングギ
ャップ判定プロシージャを開始する。このイベントは、ｅＮＢから受信された明示的なシ
グナリング、および／または１つまたは複数のＣＣを有効化または無効化する結果となる
内部的なＷＴＲＵのプロシージャ（すなわち、独立したＤＲＸ）にから生じる場合がある
。ＣＣまたはＣＣのサブセットごとの独立したＤＲＸプロシージャが適用される場合、Ｄ
ＲＸの動作継続時間の開始を調整することによって、いかなるＣＣも現在有効化されてい
ないときに、有効化遅延（enabling delay）を避けることができる場合がある。
【０１００】
　新たなＤＬ送信がｅＮＢによって開始され得るときをＷＴＲＵが予測することは現在不
可能である。しかし、ｅＮＢは、ＣＣの有効化および／または無効化トリガイベントと、
次の利用可能な再チューニングギャップを判定するためのＷＴＲＵの論理とを認識してい
る。ｅＮＢは、この認識を使用して、再チューニングプロシージャが適用されるときに、
ＷＴＲＵによって決定された再チューニングギャップ中に新たなＤＬ送信の機会をスケジ
ューリングすることを避けることができる。
【０１０１】
　このＷＴＲＵの自律的な再チューニングギャップの判定方法と併せて使用され得る１つ
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の方法は、ｅＮＢに対し、ギャップが判定されるときを制御または強制して、当該ｅＮＢ
が新たに開始される送信を避けるべきであるときを前もって判定することである。ＷＴＲ
Ｕの再チューニングギャップ判定プロシージャの認識に基づいて、ｅＮＢは、１つまたは
複数の連続するＨＡＲＱプロセスをアイドリングさせ、ｅＮＢによってＷＴＲＵの再チュ
ーニングギャップを事前に予測することができる。
【０１０２】
　高速なＷＴＲＵの処理を必要としない別のアプローチは、すべてのＣＣ上のあらゆる進
行中のＵＬおよびＤＬのＨＡＲＱプロセスの送信および再送信が完了するのを待つことで
ある。ＷＴＲＵは、ＨＡＲＱプロセスの送信サイクルに続いて、自律的な再チューニング
ギャップの判定を行うことができる。ＣＣの有効化または無効化トリガイベントが発生し
、進行中のＵＬおよび／またはＤＬの送信が存在しない場合、再チューニングプロシージ
ャを直ちに適用することができる。進行中の送信が存在する場合、ＷＴＲＵは、すべての
ＵＬおよびＤＬのＨＡＲＱプロセスの送信および再送信が終了するのを待ち、再チューニ
ングギャップを判定し、再チューニングプロシージャを適用する。
【０１０３】
　図４Ｂは、アクティブなＨＡＲＱプロセスが完了した後、再チューニングを実行するた
めの方法４２０のフローチャートである。ＣＣトリガイベントが発生し（ステップ４２２
）、何らかの進行中のＵＬまたはＤＬの送信が存在するかどうかの判定が行われる（ステ
ップ４２４）。進行中のＵＬまたはＤＬの送信が存在しない場合、ＷＴＲＵが再チューニ
ングプロシージャを適用する（ステップ４２６）。進行中のＵＬまたはＤＬの送信が存在
する場合、ＷＴＲＵは、すべてのＨＡＲＱの送信または再送信が完了するのを待ち（ステ
ップ４２８）、次に、再チューニングプロシージャを適用する（ステップ４２６）。
【０１０４】
　ＣＣの有効化または無効化のためのＷＴＲＵの再チューニングギャップを、すべての進
行中のＨＡＲＱプロセスの送信がＵＬ方向とＤＬ方向の両方で完了したときにＷＴＲＵに
よって自律的に判定することができる。ＵＬ送信に関して、再チューニングギャップを判
定するための基準は、すべてのＵＬのＣＣ上のすべての進行中のＵＬのＨＡＲＱプロセス
の送信が肯定的なＡＣＫを受信したか、または各ＨＡＲＱプロセスに関してＨＡＲＱ再送
信の最大数が超えられたかのいずれかのときに満たされる。
【０１０５】
　ＤＬ送信に関して、再チューニングギャップを判定するための基準は、すべての進行中
のＤＬのＨＡＲＱプロセスが肯定的なＡＣＫを生成したときに満たされる。ＤＬ送信の基
準は、最大数のＨＡＲＱプロセスの再送信がＷＴＲＵに知られるか、または既知の期間に
続き、開始されたＤＬ再送信が存在しない場合にも満たされ得る。ＵＬおよびＤＬの両方
の再チューニングギャップの基準が満たされるとき、再チューニングプロシージャが適用
される。その場合、ＨＡＲＱプロセスの送信および／または受信は、ＤＲＸの基準がその
時点で受信を許容する限り（例えば、ＤＲＸの動作継続時間、不活性、または再送信タイ
マーがいまだにアクティブである場合）、再チューニングギャップに続いて、直ちに再開
することができる。
【０１０６】
　加えて、再チューニングプロシージャを適用する前に、いかなる新たなＵＬおよび／ま
たはＤＬの送信も開始されないアイドル時間を、前の最後のアクティブ送信または再送信
の終了から考慮に入れることができる。アイドル期間は、ｅＮＢがあらゆる新たな送信の
開始を休止し、ＷＴＲＵに再チューニング期間を確実に調整させることを可能にして、新
たに開始される送信を中断されないようにする。ＣＣの有効化および／または無効化イベ
ントがｅＮＢに知られ、新たに開始される送信をｅＮＢによって休止することができるの
で、このアイドル期間は、既存のＤＲＸの不活性および再送信タイマーよりも短い場合が
ある。例えば１または２つのＴＴＩにおいて再チューニングプロシージャが完了すると、
通常の送信および受信がＤＲＸの基準に応じて（すなわち、不活性または再送信タイマー
が満了していない場合）再開される。代替的に、簡単にするために（ある程度の効率が犠
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牲になるが）、このアイドル時間を、既存のＤＲＸの不活性タイマーと再送信タイマーと
の組合せと調整することができる。
【０１０７】
　別のアプローチは、ＷＴＲＵに対し、構成されかつ有効化されたすべてのＣＣ上でＤＲ
Ｘアクティブ時間が終わるのを待って、再チューニングギャップを判定し、再チューニン
グプロシージャを開始することである。ＣＣの有効化または無効化トリガが発生し、構成
されたＣＣのうちのいずれもＤＲＸアクティブ時間内で動作していない場合、再チューニ
ングプロシージャを直ちに適用することができる。ＣＣのうちのいずれかがＤＲＸアクテ
ィブ時間内で動作している場合、再チューニングギャップのＷＴＲＵの判定は、ＤＲＸア
クティブ時間がすべての構成されたＣＣ上で終了するまで遅延される。
【０１０８】
　図４Ｃは、ＤＲＸアクティブ時間が満了した後に、再チューニングを実行するための方
法４４０のフローチャートである。ＣＣトリガイベントが発生し（ステップ４４２）、Ｄ
ＲＸアクティブ時間が満了したかどうかの判定が行われる（ステップ４４４）。ＤＲＸア
クティブ時間が満了していない場合、ＷＴＲＵは、ＤＲＸアクティブ時間が終了するまで
待つ。ＤＲＸアクティブ時間が終了すると、ＷＴＲＵは再チューニングプロシージャを適
用する（ステップ４４６）。
【０１０９】
　ＣＣの有効化および／または無効化の基準が明示的なアクティブ化もしくは非アクティ
ブ化であり、またはＤＲＸのイベント（タイマー）であろうと、ＷＴＲＵは、既知の再チ
ューニングギャップにおいて、またはＤＲＸアクティブ時間が満了してから、のいずれか
で再チューニングする。
【０１１０】
　独立したＤＲＸによって、ＷＴＲＵが自律的に再チューニングギャップを判定するため
に、アクティブ時間は、それぞれの構成されたＣＣ上で満了する必要がある。例えば、Ｃ
Ｃの独立したＤＲＸを用いて、新たな構成されたＣＣがＣＣを有効化するための明示的な
トリガとして使用される場合、ＷＴＲＵの自律的な再チューニングギャップは、アクティ
ブ時間がすべてのその他のＣＣ上で終了するのを待つことによって判定される。同様に、
個々のＣＣ上のアクティブ時間の終了がＣＣを無効化するための暗黙的なトリガとして使
用される場合、ＷＴＲＵの自律的な再チューニングギャップは、アクティブ時間がすべて
のその他のＣＣ上で終了するのを待つことによって判定される。
【０１１１】
　長期間の送信が発生する場合、ｅＮＢは、スケジューリングを遅延させ、潜在的に、Ｗ
ＴＲＵがＤＲＸに入るように要求するＭＡＣ－ＣＥを送信することによって再チューニン
グギャップを強制する場合がある。この場合、最適の選択は、送信がすぐに再開すること
を可能にするために、次のＤＲＸの動作継続時間の期間の開始の直前に、ＤＲＸに入るこ
とである場合がある。１つの代替的手法は、ＣＣを有効化または無効化するイベントが、
次の動作継続時間の期間の前に自動的に再チューニングギャップを強制することである。
【０１１２】
　ｅＮＢは、周期的な再チューニングギャップの機会をあらかじめ構成するか、または特
定の時間に再チューニングギャップが発生することを動的に要求するかのいずれかを行う
ことができる。あらかじめ構成された再チューニングギャップは、単なる機会である。こ
れらの期間を、再チューニングトリガイベントが次の再チューニングギャップの機会の前
に発生しなかった場合、またはトリガイベントが後続のトリガイベントによって取り消さ
れる場合は、送信および受信のために使用することができる。
【０１１３】
　セルのシステムフレーム番号（system frame number：ＳＦＮ）に関連する周期的な再
チューニングギャップの機会を構成することができる。再チューニングトリガイベントに
続き、次の利用可能な再チューニングギャップの機会を選択することができる。トリガイ
ベントは、ＷＴＲＵが１つもしくは複数のＣＣ上の送信および受信を有効化および／もし
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くは無効化することを許容されることをＷＴＲＵに要求もしくは通知する、明示的にシグ
ナリングされたＭＡＣ制御要素、ＣＣもしくはＣＣのサブセットごとの独立したＤＲＸの
方法、ならびに／またはＲＲＣ構成プロシージャであってもよい。最後の再チューニング
ギャップの機会の送信以降、トリガイベントが発生しなかったときに、受信は、後続の再
チューニングギャップ中は制限されない。周期的な再チューニングギャップのサイクルは
、ＤＲＸサイクルの構成に調整されてもよい。
【０１１４】
　代替的に、ｅＮＢは、ＷＴＲＵに対して、いつ再チューニングが適用され得るかを動的
に特定することができる。正確な期間の調整は、ＰＨＹ（ＰＤＣＣＨ）またはＭＡＣシグ
ナリングに基づくことができる。上述のトリガイベントのうちの１つに続いて、ＷＴＲＵ
は、再チューニングギャップがｅＮＢによって動的に割り当てられるのを待つことができ
る。動的な再チューニングギャップが利用される場合、再チューニング期間を、ＣＣを有
効化または無効化するｅＮＢの信号によってやはり特定することができる。
【０１１５】
　ｅＮＢは、明示的なシグナリングを利用して、ＷＴＲＵの再チューニングプロシージャ
がいつ適用されるかを調整することができる。構成される周期的なサイクルを、再チュー
ニングの機会のために構成することができ、または非周期的な要求を、再チューニングギ
ャップを動的に割り当てるために利用することができる。
【０１１６】
　再チューニングギャップに関する既知の周期的なサイクルは、ＷＴＲＵに知られている
場合があり、ＷＴＲＵは、ＣＣ送信または受信を有効化および／または無効化する機会を
有する。暗黙的にトリガされるか、または明示的にシグナリングされるかのいずれかの再
チューニングイベントに基づいて、既知の周期的な再チューニングギャップを、ＣＣを有
効化および／または無効化するために利用することができる。既知の周期的なサイクルを
、別個に構成するか、または構成された周期的なＤＲＸサイクルの構成に暗黙的に調整す
るか、もしくは関連付けることができる。暗黙的または明示的な再チューニングイベント
は、ＷＴＲＵおよびｅＮＢに知られており、したがって、次の周期的な再チューニング期
間の利用が知られる。再チューニングトリガイベントが既知の再チューニングギャップよ
りも前に発生しないときに、通常の送信および受信のオペレーションが、再チューニング
プロシージャを実行せずにその期間中継続する。
【０１１７】
　ＷＴＲＵが再チューニングトリガの基準を自律的に判定したとき（すなわち、独立した
ＤＲＸ）、再チューニングギャップを、ｅＮＢのシグナリングによって動的に割り当てる
ことができる。また、動的に割り当てられる再チューニングギャップを、トリガイベント
からの既知の時間において、または特定の再チューニングギャップの期間をシグナリング
することによってのいずれかで、ＣＣの有効化および／または無効化トリガイベントと調
整することができる。
【０１１８】
　１つの間接的な方法は、ｅＮＢに対しすべてのＣＣにわたって送信をアイドリングさせ
て、ＷＴＲＵの自律的な方法のうちの１つを実施して、ｅＮＢに知られている期間で再チ
ューニングギャップを判定することである。これは、構成されたＣＣの組全体で調整され
る１つまたは複数の連続するＨＡＲＱプロセスをアイドル状態にすることによって実現す
ることができる。
【０１１９】
　ｅＮＢによって周期的に構成されるか、または動的に割り当てられるかのいずれかの再
チューニングギャップの方法に関して、進行中のＨＡＲＱプロセスの送信および受信を設
計してＨＡＲＱ送信および受信の機会をスキップすることができる。この場合、ＨＡＲＱ
プロセスは、ｅＮＢによって割り当てられた再チューニングギャップによって妨げられた
る再送信の機会をスキップする。送信自体がスキップされるか、またはその送信に関して
不成功のＡＣＫが仮定されるかのいずれかである。この方法を用いる場合、ｅＮＢのスケ
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ジューリングの機会の損失が最小化される。新たな送信を、再送信の機会が考慮される必
要がないので、実際の再チューニングギャップの期間以外の任意の時間にスケジューリン
グすることができる。
【０１２０】
　以下の実施形態は３ＧＰＰ－ＬＴＥ技術および関連する仕様に基づくスケジューリング
ギャップを説明するが、これらの実施形態は、ＷＣＤＭＡ、ＨＳＰＡ、ＨＳＵＰＡ、また
はＨＳＤＰＡに基づくその他の３ＧＰＰ技術などの、ＣＣを有効化もしくは無効化するた
めの方法および／またはバッテリーの節約のための方法を実装する任意のマルチキャリア
技術全般に等しく適用可能である。
【０１２１】
　ＷＴＲＵは、例えば、ＬＴＥリリース１０のＷＴＲＵのための少なくとも１つのＳセル
を用いたマルチキャリアオペレーション用に構成されてもよい。マルチキャリアオペレー
ションを、ＷＴＲＵが第２の期間が発生するか否かを判定することができる第１の期間中
に、ある特性の制御シグナリングを用いてスケジューリングすることができる。第２の期
間中、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵのトランシーバの状態の変化に影響される場合があるキャリ
ア上の送信のためにアクティブであると予測されない。
【０１２２】
　一の例において、少なくとも１つのＳＣＣを用いて構成されたＷＴＲＵは、第１の期間
中にそのＷＴＲＵのＰセルの少なくとも１つのＰＤＣＣＨを正常に復号する。第１の期間
中にアクティブではなかったＷＴＲＵの構成の少なくとも第１のＳセルを、ＷＴＲＵがア
クティブ化するために必要とされる時間と少なくとも同一の長さ（サブフレーム単位で）
であり、ＷＴＲＵがＤＲＸアクティブ時間内にない第２の期間が存在する場合、ＷＴＲＵ
は、ＷＴＲＵが第３の期間に受信された制御シグナリングに従って送信を行うことができ
るように第１のＳＣＣをアクティブ化することができる。この例において、第１の期間お
よび第３の期間は、連続的なＤＲＸサイクルに対応し、第２の期間は、第１の期間内の（
および第１の期間の終わりに近い）サブフレームに対応する。
【０１２３】
　既存のＤＲＸの原則が、可能なときにＷＴＲＵがそのＷＴＲＵのトランシーバ回路の一
部をオフにするか、または１つもしくは複数のＣＣ（例えば、１つもしくは複数のＳセル
）を暗黙的に非アクティブ化すること（例えば、おそらくはＲＦフロントエンドの再チュ
ーニングを伴う）を可能にするように修正されてもよい。これは、ネットワークのスケジ
ューラとＷＴＲＵの挙動の間の一貫性のある見方を維持するために１組の決定性の規則に
基づく。スケジューラの実装は、スケジューリングギャップを生成して、ＷＴＲＵによっ
てそのＷＴＲＵのＲＦフロントエンドを再チューニングする可能性として解釈されてもよ
い。
【０１２４】
　ＬＴＥリリース１０のＷＴＲＵに関するベースラインＤＲＸのオペレーションは、Ｐセ
ルのみがアクティブであるとき、ＷＴＲＵが、対応するＤＲＸアクティブ時間を用いるＬ
ＴＥリリース８／９のＤＲＸの挙動に従うことである場合がある。少なくとも１つのＳセ
ルが（例えば、ＲＲＣを用いて）構成されるか、またはアクティブ化されるときは、ＷＴ
ＲＵのすべてのＣＣは、おそらくは、上記説明されたように（プライマリＤＲＸアクティ
ブ時間（primary DRX Active Time：ＰＤＡＴ）に基づくか、またはそれぞれの個々のＣ
ＣのＤＲＸアクティブ時間（ＤＡＴ）の合計に基づくかのいずれかで）リリース８／９の
ＤＲＸまたはその簡素化されたバージョンに従って、共通のＤＲＸアクティブ時間に従う
。
【０１２５】
　ＣＣのＤＲＸアクティブ時間および／またはアクティブ状態は、同じ周波数帯域内のＣ
Ｃに関して共通であってもよい。これは、同じ帯域の（すなわち、同じＲＦフロントエン
ドの）１つまたは複数のＣＣに関して実行されるＤＲＸの遷移および／またはＲＦの再チ
ューニングが、異なる帯域の（すなわち、異なるＲＦフロントエンドの）ＣＣのためのい
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かなるスケジューリングギャップも必要としないという利点を有する。
【０１２６】
　特に、Ｓセルの組み合わされたＲＲＣ構成およびアクティブ化が使用される場合、同一
のアクティブ時間が同じ帯域内のＣＣに対して適用されてもよく、すべてのＣＣが所与の
ＷＴＲＵに関して同一のアクティブ時間に従うわけではないことを示唆する。
【０１２７】
　本明細書で使用される以下の用語が、以下に定義される。
【０１２８】
　ＰＤＣＣＨロケーション（PDCCH Location）：ＰＤＣＣＨが正常に復号されたＤＬのＣ
Ｃを指す。
【０１２９】
　ＰＤＣＣＨターゲット（PDCCH Target）：クロスキャリアスケジューリングが使用され
るとき、ＰＤＣＣＨが制御情報を提供しているＣＣ、例えば、グラントの場合はＵＬのＣ
Ｃを指し、または割り当ての場合はＤＬのＣＣを指す。
【０１３０】
　プライマリＤＲＸアクティブ時間（ＰＤＡＴ）：ＷＴＲＵが、Ｐセルの送信に適用可能
な割り当ておよび／または割り当てに関してＰＤＣＣＨを監視しているサブフレームを含
み、すなわち、ＰＤＡＴは、Ｐセルのみを考慮するＤＲＸアクティブ時間に対応する。適
用可能なＰＤＣＣＨを、ＰＤＣＣＨロケーションがＰセルであることか、ＰＤＣＣＨター
ゲットがＰセルであることか、またはそれらの両方かのいずれかを用いて特徴づけること
ができる。
【０１３１】
　スケジューリングギャップ：ＷＴＲＵが少なくとも１つのＣＣ上で送信または受信する
ことを予測されないか、または送信または受信することができないサブフレームを含む。
これは、例えば、以下、すなわち、ＣＣ上の送信に適用可能なＤＬの割り当ておよび／も
しくはＵＬグラントに関するＰＤＣＣＨの監視、１つもしくは複数のＨＡＲＱプロセスに
関する物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）の受信、または例えば１つもし
くは複数のＨＡＲＱプロセスに関するＨＡＲＱ　Ａ／ＮフィードバックのためのＰＵＣＣ
Ｈの送信のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０１３２】
　スケジューリングギャップ（すなわち、ＲＦの再チューニング（ＲＦＲ）ギャップか、
またはＤＲＸ状態遷移（ＳＴ）ギャップ（DRX state transition（ST）gap）かのいずれ
か）は、ＤＡＴ中に発生することを明確に排除される場合があり、すなわち、スケジュー
リングギャップの一部であるサブフレームは、ＤＡＴから明確に排除される場合がある。
代替的に、スケジューリングギャップは、ＤＡＴの一部であることを許可される場合があ
る。後者の場合、ＷＴＲＵは、リリース８の測定ギャップと同様に、スケジューリングギ
ャップがＤＡＴ中に発生するとしても、スケジューリングギャップ中にＰＤＣＣＨを監視
することを要求されない。
【０１３３】
　スケジューリングギャップは、例えば、ＷＴＲＵがＲＦフロントエンドを再チューニン
グすることを要求する、少なくとも１つのＣＣ（またはＳセル）の「アクティブ化」およ
び／または「非アクティブ化」の結果としてのアクティブなＣＣ（またはＳセル）の組の
変化の結果であってもよい。再チューニングプロシージャは（例えば、１ｍｓまたは２ｍ
ｓであってもよい）、ある期間、ＷＴＲＵの送信を損なう場合があり、ＲＦＲギャップと
も呼ばれる。アクティブ化または非アクティブ化は、ネットワークからの明示的なシグナ
リング（例えば、ＲＲＣシグナリング、ＭＡＣシグナリング、またはＬ１／ＰＤＣＣＨシ
グナリング）の結果であるか、または暗黙的であってもよい（例えば、タイマーに基づく
）。
【０１３４】
　スケジューリングギャップは、ＣＣの組のＤＲＸアクティブ時間の変化に続くＤＲＸの
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状態遷移の結果であってもよい。少なくとも１つのＣＣが、ＤＲＸアクティブ時間内に残
っている場合があり、このＣＣは、ＷＴＲＵがそのＷＴＲＵのＲＦフロントエンドを再チ
ューニングすることを要求しなくてもよい。しかし、このＣＣは、例えば、ＲＦフロント
エンドの前（送信）の、またはＲＦフロントエンドの後（受信）のいくつかの機能ブロッ
クをオンまたはオフにすることを要求してもよいが、それでもやはり（例えば、１ｍｓま
たは２ｍｓであってもよい）、ある期間、ＷＴＲＵの送信を損なう場合があり、ＤＲＸ－
ＳＴギャップとも呼ばれる。
【０１３５】
　このように、スケジューリングギャップは、ネットワークによって構成可能であるか（
おそらくはＷＴＲＵの処理時間を含む）、ＷＴＲＵのケイパビリティから導出されるか、
またはそのギャップがＲＦＲギャップであるか、もしくはＤＲＸ－ＳＴギャップであるか
に基づいて導出される固定値（例えば、１ｍｓまたは２ｍｓ）であってもよい。
【０１３６】
　「アクティブ化期間」が、少なくともそのアクティブ化期間のサブフレームのサブセッ
トに対し、任意のアクティブなＣＣ上の送信に適用可能なＤＬ割り当ておよび／またはＵ
Ｌグラントに関して、ＤＲＸアクティブ時間中の少なくとも１つのＤＬのＣＣ（例えば、
Ｐセル）のＰＤＣＣＨをＷＴＲＵが監視する、連続するいくつかのサブフレームとして定
義される。アクティブ化期間は、例えば、その期間がＤＲＸの動作継続時間の期間に等し
いとき、ＷＴＲＵがＤＡＴ内にあるサブフレームだけで構成されてもよく、または例えば
、その期間がＤＲＸサイクルに等しいとき、ＷＴＲＵがＤＡＴ内にないサブフレーム（す
なわち、１つもしくは複数の不活性期間）で構成されてもよい。ＰＤＣＣＨと併せて使用
されるときの用語「適用可能な」（例えば、「ＣＣに適用可能なＰＤＣＣＨ」）は、ＰＤ
ＣＣＨターゲットがサブグループのＵＬのＣＣおよび／もしくはＤＬのＣＣであること、
ＰＤＣＣＨロケーションがサブグループのＣＣであること、またはそれらの両方のうちの
少なくとも１つを指す。
【０１３７】
　アクティブ化期間は、ＣＣに適用可能なＤＬ割り当ておよび／またはＵＬグラントの検
出が、同一のＣＣまたは異なるＣＣに関するＤＬ割り当ておよび／またはＵＬグラントに
関するその後に続くＰＤＣＣＨの監視のアクティブ化の結果となるサブフレームの組とし
て使用されてもよい。スケジューリングギャップによりアクティブ化期間が先行してもよ
い。また、アクティブ化期間の長さがマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの長さと異なる場合、
スケジューリングギャップによりアクティブ化期間が続いてもよい（および１つまたは複
数の不活性の期間）。「不活性の期間」は、ＷＴＲＵが、ＤＲＸの規則に従って、少なく
とも１つのＣＣ上の送信に適用可能な割り当ておよび／または割り当てに関してＰＤＣＣ
Ｈを監視することを要求されないことを指す。
【０１３８】
　「マルチＣＣ－ＤＲＸサイクル」は、アクティブ化期間の周期的な繰返しとして定義さ
れ、すなわち、アクティブ化期間は、図５に示されるように、マルチＣＣ－ＤＲＸ期間ご
とに１回発生する。代替的な実施形態において、アクティブ化期間は、ＰＤＣＣＨの監視
活動よりも短くてもよい。
【０１３９】
　以下の実施形態は、ＲＦフロントエンドの再チューニングの観点でＣＣの「アクティブ
化」および「非アクティブ化」に基づいて説明され、したがって、用語、ＲＦＲギャップ
を使用する。これらの実施形態は、ＲＦフロントエンドの再チューニングを必要としない
ＤＲＸの状態遷移（したがって、用語「スケジューリングギャップ」が代わりに使用され
得る）に、またはＤＲＸの状態遷移とＣＣのアクティブ化もしくは非アクティブ化との両
方の組合せに等しく適用可能である。
【０１４０】
　以下の実施形態は、以下の原則、すなわち、ＣＣのグループ化、ＲＦの再チューニング
が実行されるべきかどうかの判定、どのＳＣＣがアクティブ化されるべきかの判定、また
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はＲＦＲギャップのタイミングの判定のうちの少なくとも１つを用いる。
【０１４１】
　ＣＣのグループ化によって、ＷＴＲＵのマルチキャリア構成のＣＣの組は、概念的に、
複数のサブグループに分割されてもよい。例えば、構成される場合、および場合によって
はアクティブ化もされる場合に、ＷＴＲＵがＰＤＡＴに従ってＰＤＣＣＨを監視する１つ
もしくは複数のＰＣＣ、または、ＷＴＲＵがＤＡＴに従ってＰＤＣＣＨを監視する１つも
しくは複数のＳＣＣ。この定義は、すべてのＣＣが個別に扱われる場合、すべてのＳＣＣ
が単一のサブグループとして扱われる場合、同じ周波数帯域のＳＣＣがサブグループとし
て扱われる場合、またはＰＣＣがＰセルとしてさらにグループ化され、ＳＣＣがＳセルと
してグループ化される場合を除外しない。
【０１４２】
　ＲＦの再チューニングが実行されるべきか否かの判定が、アクティブ化期間中に実行さ
れる。アクティブ化期間は、以下のうちの少なくとも１つを判定するために使用される。
（１）ＲＦＲギャップがマルチＣＣ－ＤＲＸサイクル中の特定の時点で（すなわち、アク
ティブ化期間のサイクルで）ＷＴＲＵに利用可能であるか否か。（２）ＳＣＣ（または複
数の）がＲＦＲギャップの発生に続いてアクティブであり得るか否か。例えば、ＷＴＲＵ
がＲＦフロントエンドをどのように再構成し得るか、すなわち、どのＳＣＣ（または複数
の）がＲＦの再チューニング中にアクティブ化され得るか、またはどのＣＣに関して、Ｗ
ＴＲＵがＲＦＲギャップの後にＰＤＣＣＨを監視し得るか。（３）アクティブなＣＣの組
が、アクティブ化期間中に発生したイベントに基づいて修正され得るか否か。
【０１４３】
　どのＳＣＣ（または複数の）がアクティブ化され得るかの判定が、アクティブ化期間中
に行われる。アクティブ化期間は、以下のうちの少なくとも１つに基づいて、ＳＣＣ（ま
たは複数の）がアクティブ化され得るか否かを判定するために使用される。（１）ＷＴＲ
Ｕがアクティブ化期間中にいずれかのＰＤＣＣＨを正常に復号しない場合、Ｐセルに対応
するＣＣだけがアクティブであることができる。（２）ＷＴＲＵがＰＣＣに適用可能なＰ
ＤＣＣＨをアクティブ化期間中に正常に復号する場合、すべてのＣＣがアクティブである
ことができる。（３）ＷＴＲＵがＳＣＣ（または複数の）に適用可能なＰＤＣＣＨをアク
ティブ化期間中に正常に復号する場合、ＳＣＣ（またはＳＣＣに対応するそのサブグルー
プ）がアクティブであることができる。
【０１４４】
　例えば、ＷＴＲＵがアクティブ化期間中にＳＣＣのサブグループの少なくとも１つのＳ
ＣＣにスケジューリングされる場合、サブグループのＤＡＴおよびＰＤＡＴは、アクティ
ブ化期間の後、共通のパターンに従う。その他の場合、ＳＣＣのサブグループのＤＡＴは
異なるパターンに従い（例えば、ＷＴＲＵが、サブグループのＣＣに関してＰＤＣＣＨを
能動的に監視しない）、および／またはサブグループのＣＣがＲＦＲギャップ中に非アク
ティブ化される。
【０１４５】
　ＲＦＲギャップのタイミングの判定は、ＲＦＲギャップが次のアクティブ化期間の前、
または現在のアクティブ化期間の後に含まれるか否かを判定することを含む。
【０１４６】
　ＲＦＲギャップは、以下のうちの少なくとも１つが真である場合、次のアクティブ化期
間の直前にある。（１）ＣＣの少なくとも１つのサブグループのＣＣが、アクティブ化期
間の最初のサブフレームからＲＦＲギャップの長さを引いたものに対応するサブフレーム
においてアクティブでない。（２）少なくとも１つのＰＤＣＣＨが、現在のアクティブ化
期間中にＷＴＲＵによって正常に復号されないかった場合。これは、ＰＤＣＣＨがＰセル
に適用可能であるかどうか、ＰＤＣＣＨがＳセルに適用可能であるかどうか、またはＰＤ
ＣＣＨがＳセルに適用可能であるかどうかおよびＳセルがアクティブ化されるかどうかな
どの追加的な必要条件によってさらに制限され得る。
【０１４７】
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　ＲＦＲギャップは、ＣＣの異なる組が、アクティブ化期間に続いて、例えば、両方の期
間が異なる場合、場合によっては現在のマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの残りの間だけアク
ティブ化され得ることを、アクティブ化期間中にＷＴＲＵが判定する場合、現在のアクテ
ィブ化期間の直後にある。
【０１４８】
　上記の原則を用いて、マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの長さ、アクティブ化期間の長さ、
およびＲＦＲギャップに関するパラメータを定義する実施形態が実現され得る。マルチＣ
Ｃ－ＤＲＸサイクルの長さは、ＷＴＲＵによって使用されるＤＲＸサイクル（長いＤＲＸ
サイクル（long DRX cycle）か、もしくは構成される場合には短いＤＲＸサイクル（shor
t DRX cycle）かのいずれか）に等しいか、または構成されたＤＲＸサイクルの長さとは
異なる構成可能な期間である。アクティブ化期間の長さは、ＤＲＸの動作継続時間の長さ
、ＷＴＲＵがＤＲＸアクティブ時間（例えば、ＰＤＡＴ）内にあるサブフレーム、または
マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの長さのうちの１つに等しい。
【０１４９】
　ＲＦＲギャップは、固定値（例えば、１ｍｓもしくは２ｍｓ）、ネットワークによって
構成可能な値、またはＷＴＲＵの能力から導出される値（場合によってはＷＴＲＵの処理
時間を含む）であってもよい。ＲＦＲギャップの存在、および場合によっては長さも、例
えば、ＬＴＥリリース８／９のＤＲＸ－ＭＡＣ－ＣＥまたは同様のＭＡＣ－ＣＥを、場合
によっては再利用することを含むＭＡＣ－ＣＥにおいてネットワークによってＷＴＲＵに
明示的にシグナリングされ得る。ＭＡＣ－ＣＥは、どのサブフレームがＲＦＲギャップの
開始に対応するかの（ＭＡＣ－ＣＥ、もしくはＭＡＣ－ＣＥに関するＨＡＲＱ肯定応答の
受信に関して送信されるフィードバックからのオフセットとしての、または例えばＤＲＸ
サイクル内の絶対値としての）インジケーションと、そのＲＦＲギャップの継続時間とを
さらに含み得る。ＭＡＣ－ＣＥは、ＳＣＣまたはＳセルのアクティブ化または非アクティ
ブ化に関するシグナリングも含み得る。
【０１５０】
　上記の原則が、ＷＴＲＵの構成のすべてのＳＣＣを含む単一のＳＣＣグループが定義さ
れる場合に使用され得る。これらの原則は、少なくとも１つのＳＣＣが同時にアクティブ
化されるときに、ＰセルのＣＣがアクティブ化されたままであり、リリース８／９のＤＲ
Ｘまたはその簡素化されたバージョンと同様の規定されたＤＲＸのパターンに従う場合に
も使用され得る。
【０１５１】
　以下の実施形態においては、ＰＤＣＣＨのシグナリングに関するＷＴＲＵの処理時間に
対応するいくつかのサブフレームが、ＲＦＲギャップが必要とされるか否かをＷＴＲＵが
判定することを可能にするために、ＲＦＲギャップの起こり得る発生の前に（すなわち、
アクティブ化期間の前または後に）さらに挿入されてもよい。それらのサブフレーム中、
ＷＴＲＵは、正常に復号されたＰＤＣＣＨを、ＲＦＲギャップが必要とされるか否かを判
定するための論理の一部とみなさない場合がある。
【０１５２】
　変更形態は、アクティブ化期間がＳＣＣのＤＲＸの動作継続時間の期間に対応する場合
に、ＰＣＣおよびＳＣＣに関して異なるＤＲＸの動作継続時間を使用すること、非アクテ
ィブ化されたＳＣＣに関するＰＤＣＣＨ制御シグナリング（グラントもしくは割り当て）
を、ＣＣ（もしくは対応するＳセル、もしくは場合によっては同時にすべてのＳＣＣ）が
アクティブ期間の終了後にアクティブ化され得るという明示的な信号として使用すること
、またはマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルが、ＷＴＲＵによって使用されるＤＲＸサイクルの
整数倍であるように上位レイヤ（例えば、ＲＲＣ）によって構成されることを含み得る。
【０１５３】
　ＵＬのタイミング調整の処理に関して、ＷＴＲＵが、そのＷＴＲＵのＲＦフロントエン
ドの再チューニングの後にＵＬの同期を維持することを考慮しない場合（例えば、アクテ
ィブなＳセルの組の変化が原因である）、ＷＴＲＵは、再びタイミング調整を得るための
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プロシージャを実行することをさらに要求されてもよい。
【０１５４】
　ＨＡＲＱプロセスと、スケジューリング要求と、ＨＡＲＱフィードバック、ＣＱＩ、Ｐ
ＭＩ、またはＲＩ、およびＳＲＳの送信との処理に関して、ＷＴＲＵは、関連する状態が
ｅＮＢの状態と一貫性を保ったままであることを保証するための特定の論理をさらに実行
してもよい。
【０１５５】
　ＷＴＲＵは、マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの終わりからＲＦＲギャップの長さを引いた
ところから始まるサブフレームにおいて、すべてのＣＣがアクティブ化されるわけではな
いとそのＷＴＲＵが判定する場合、そのサブフレームにＲＦＲギャップを含み得る。
【０１５６】
　ＷＴＲＵは、構成され、現在アクティブなマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの長さに等しい
アクティブ化期間を使用することができ、すなわち、どのＳＣＣ（または複数の）が後続
のマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルで必要とされるかが、その後続のマルチＣＣ－ＤＲＸサイ
クルの直前のマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルのＰＤＣＣＨの活動に基づいて判定される。
【０１５７】
　同様に、ＷＴＲＵは、長いＤＲＸサイクルおよび（構成される場合には）短いＤＲＸサ
イクルに関するＷＴＲＵの構成に基づいて、現在のＤＲＸサイクルに等しいマルチＣＣ－
ＤＲＸサイクルを使用することができる。ＤＲＸ－ＭＡＣ－ＣＥを含む、サイクルの遷移
に関するリリース８／９のメカニズムが、これまで通り使用され得る。
【０１５８】
　図６は、アクティブ化期間がＤＲＸサイクルと同一の長さを有するタイミング図６００
である。ＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つを実行する。
【０１５９】
　現在のＤＲＸサイクルの最後のサブフレームからＲＦＲギャップの長さを引いたものに
対応するサブフレーム以前に、ＷＴＲＵが、そのＷＴＲＵが次のＤＲＸサイクル中にＣＣ
の現在アクティブな組とは異なるＣＣの組を監視する場合があると判定する場合、ＲＦＲ
ギャップが必要とされる。ＷＴＲＵは、ＤＲＸサイクルの残り（すなわち、ＲＦＲギャッ
プの長さに等しいいくつかのサブフレーム）を、ＲＦフロントエンドを再チューニングし
、および／またはＳＣＣのアクティブ化の状態を変更するための機会とみなす（ステップ
６０２）。
【０１６０】
　ＲＦＲギャップに対応するサブフレームにおいて（前のステップから必要とされる場合
）、ＷＴＲＵは、ＳＣＣをアクティブ化するために使用される基準のうちの少なくとも１
つに従って、ＲＦフロントエンドを再構成し、および／またはＳＣＣをアクティブ化する
（ステップ６０４）。
【０１６１】
　ＷＴＲＵは、新しいＤＲＸサイクルを開始する。ＲＦＲギャップの一部であるサブフレ
ームを除くＤＲＸサイクルのサブフレームにおいて、ＷＴＲＵは、ＰＤＡＴと共通である
可能性があるＤＡＴの間、すべての構成されたまたはアクティブ化されたＣＣに適用可能
なＰＤＣＣＨを監視する（ステップ６０６、６０８）。
【０１６２】
　ＷＴＲＵは、任意のＣＣに（すなわち、Ｐセルまたは任意のＳセルに対して）適用可能
な少なくとも１つのＰＤＣＣＨがその期間の任意のサブフレームにおいて正常に復号され
たか否かを判定する。ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドの再チューニングを実行し、およ
び／またはＳＣＣのアクティブ化の状態を変更する必要がない場合、ＲＦＲギャップが必
要とされないと判定する。例えば、現在のＤＲＸサイクルの間にいかなるＰＤＣＣＨも正
常に復号されず、ＳＣＣのいずれもアクティブ化されていないか、または現在のＤＲＸサ
イクルの間に少なくとも１つのＰＤＣＣＨが正常に復号され、構成されたＳＣＣのすべて
がアクティブ化されている場合である。
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【０１６３】
　ＷＴＲＵは、ＤＲＸサイクル中に、正常に復号されたＰＤＣＣＨのいずれもＳＣＣに適
用可能でない（すなわち、Ｐセルに適用可能なＰＤＣＣＨのみが受信される）か否かも判
定してもよい。
【０１６４】
　ＷＴＲＵは、ＳＣＣ（特に、ＰＤＣＣＨターゲットであるＣＣ）に対して適用可能な少
なくとも１つのＰＤＣＣＨが、ＤＲＸサイクルの任意のサブフレームで正常に復号された
か否かも判定してもよい。ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドの再チューニングを実行し、
および／またはＳＣＣのアクティブ化の状態を変更する必要がない場合、ＲＦＲギャップ
が必要とされないと判定する。例えば、現在のＤＲＸサイクルの間にいかなるＰＤＣＣＨ
も正常に復号されず、ＳＣＣのいずれもアクティブ化されていないか、または現在のＤＲ
Ｘサイクルの間に少なくとも１つのＰＤＣＣＨが正常に復号されるが、すべてのＰＤＣＣ
Ｈが、アクティブ化されている構成されたＳＣＣのみを利用する場合である。
【０１６５】
　また、ＷＴＲＵは、ＰＤＣＣＨがどの１つのＳＣＣ（または複数のＳＣＣ、場合によっ
てはＳＣＣのサブグループ）に適用可能であるかをさらに判定してもよい。この場合、当
該サブグループに対応するＳＣＣのみが、現在のＤＲＸサイクルの残りの間、アクティブ
なままとなる。
【０１６６】
　ＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つに基づいて、ＲＦＲギャップが必要とされる
か否かを判定する。ＰＤＣＣＨが正常に復号されなかった場合、Ｐセルに対応するＣＣの
みが、次のＤＲＸサイクルの間、必要とされる。ＲＦＲギャップは、少なくとも１つのＳ
ＣＣが現在のＤＲＸサイクルの間アクティブである場合、正常に復号されたＰＤＣＣＨの
いずれも、Ｓセルに対応するＳＣＣのうちのいずれにも適用可能でない場合、またはＰＤ
ＣＣＨが新しい送信を示す場合にのみ必要とされる。
【０１６７】
　Ｓセルに適用可能な少なくとも１つのＰＤＣＣＨが正常に復号された場合、ＲＦＲギャ
ップは、おそらくは、新たな送信を示すＰＤＣＣＨのみを考慮すると、現在のＤＲＸサイ
クルの間アクティブなＳＣＣが、次のＤＲＸサイクルの間アクティブであるべきＳＣＣと
は異なる場合にのみ必要とされる。
【０１６８】
　次のＤＲＸサイクルの開始に先立つサブフレーム（サブフレームの数はＲＦＲギャップ
のサブフレームの数に等しい）において、ＷＴＲＵがＲＦＲギャップが必要とされると既
に判定した場合に、ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドを再構成し、および／またはＳＣＣ
をアクティブ化する（ステップ６１０）。ＲＦフロントエンドの再構成またはＳＣＣのア
クティブ化は、ＣＣのアクティブ化の状態が修正され得るか否かに関する基準に基づく。
ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドを再構成し、および／またはすべてのＳＣＣを非アクテ
ィブ化するか、すべてのＳＣＣをアクティブ化するか、もしくはいかなる適用可能なＰＤ
ＣＣＨもＤＲＸの動作継続時間中に正常に復号されなかったＳＣＣ（もしくはそのサブグ
ループ）のみを非アクティブ化してもよい。
【０１６９】
　ＤＲＸサイクル全体の間、ＷＴＲＵは、ＣＣ、例えば、すべてのアクティブ化されたＣ
Ｃ上の送信に適用可能なＰＤＣＣＨをＷＴＲＵが監視する同一のＤＲＸアクティブ時間（
例えば、ＰＤＡＴ）をすべてのＣＣに適用する。ＷＴＲＵは、前のＲＦＲギャップの間に
追加的に非アクティブ化され得るその他のＣＣ（例えば、概念的に、ＰＤＡＴとは異なる
ＤＲＸアクティブ時間が使用されるか、または代替的に、ＣＣが非アクティブ化されたと
みなされ、ＤＡＴの対象にならないかのいずれか）に関するＰＤＣＣＨを監視する必要は
ない。
【０１７０】
　ＰＤＣＣＨが受信され得るＣＣの異なる組がマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの残りの間に
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使用され得ると、アクティブ化期間中にＷＴＲＵが判定する場合、ＷＴＲＵは、アクティ
ブ化期間の後にＲＦＲギャップを含むことができる。代替的に、ＷＴＲＵは、マルチＣＣ
　ＤＲＸサイクルの終わりからＲＦＲギャップの長さを引いたところから始まるサブフレ
ームにおいてすべてのＣＣがアクティブ化されるわけではないとそのＷＴＲＵが判定する
場合、そのサブフレームにＲＦＲギャップを含むことができる。
【０１７１】
　ＷＴＲＵは、構成されたＤＲＸの動作継続時間の期間に等しいアクティブ化期間を使用
することができ、すなわち、それぞれの期間の開始点およびそれらの期間の長さは等しい
。同様に、ＷＴＲＵは、長いＤＲＸサイクルおよび（構成される場合には）短いＤＲＸサ
イクルに関するＷＴＲＵの構成に基づいて、現在のＤＲＸサイクルに等しいマルチＣＣ　
ＤＲＸサイクルを使用することができる。ＤＲＸ－ＭＡＣ－ＣＥを含む、サイクルの遷移
に関するリリース８／９のメカニズムをこれまで通り使用することができる。
【０１７２】
　図７は、アクティブ化期間がＤＲＸの動作継続時間と同一の長さを有するタイミング図
７００である。ＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つを実行する。
【０１７３】
　現在のＤＲＸサイクルの最後のサブフレームからＲＦＲギャップの長さを引いたものに
対応するサブフレームに関して、ＷＴＲＵが当該サブフレームにおいてアクティブなＳＣ
Ｃの数が、構成されたＳＣＣの総数未満であると判定する場合、ＲＦＲギャップが必要と
される。ＷＴＲＵは、ＤＲＸサイクルの残り（すなわち、ＲＦＲギャップの長さに等しい
いくつかのサブフレーム）を、ＲＦフロントエンドの再チューニングを実行し、および／
またはＳＣＣのアクティブ化の状態を変更するための機会とみなす（ステップ７０２）。
【０１７４】
　ＲＦＲギャップに対応するサブフレームにおいて（前のステップから必要とされる場合
）、ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドを再構成し、および／またはＳＣＣのすべてをアク
ティブ化する（ステップ７０４）。
【０１７５】
　ＷＴＲＵは、新しいＤＲＸサイクルを開始する。動作継続時間の期間に対応するサブフ
レームおいて（すなわち、ＤＲＸの動作継続時間のタイマーが稼動している間）、ＷＴＲ
Ｕは、すべての構成されたＣＣに適用可能なＰＤＣＣＨを監視する（ステップ７０６）。
【０１７６】
　ＷＴＲＵは、任意のＣＣに（すなわち、Ｐセルまたは任意のＳセルに対して）適用可能
な少なくとも１つのＰＤＣＣＨがその期間のいずれかのサブフレームにおいて正常に復号
されたか否かを判定し、正常に復号された場合、ＷＴＲＵは、ＲＦＲギャップが必要とさ
れないと判定する。
【０１７７】
　ＷＴＲＵは、その期間中に、正常に復号されたＰＤＣＣＨのいずれもがＳＣＣに適用可
能でない（すなわち、Ｐセルに適用可能なＰＤＣＣＨのみが受信される）か否かを判定す
る。
【０１７８】
　ＷＴＲＵは、ＳＣＣに適用可能な少なくとも１つのＰＤＣＣＨがその期間のいずれかの
サブフレームにおいて正常に復号されたか否かを判定し、正常に復号された場合、ＷＴＲ
Ｕは、ＲＦＲギャップが必要とされると判定する。
【０１７９】
　ＷＴＲＵは、どのＳＣＣに（場合によってはどのＳＣＣのサブグループに）ＰＤＣＣＨ
が適用可能であるかも判定する場合もあり、その場合、（１つまたは複数の）当該サブグ
ループに対応するＳＣＣのみが現在のＤＲＸサイクルの残りの間アクティブなままとなる
。
【０１８０】
　ＷＴＲＵは、以下のうちの少なくとも１つに基づいて、ＲＦＲギャップが必要とされる
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か否かを判定する。ＰＤＣＣＨが正常に復号されなかった場合、Ｐセルに対応するＣＣの
みがＤＲＸサイクルの残りの間必要とされ、ＲＦＲギャップが必要とされる。ＲＦＲギャ
ップは、正常に復号されたＰＤＣＣＨのいずれも、Ｓセルに対応するＳＣＣのうちのいず
れにも適用可能でない場合、またはＰＤＣＣＨが新しい送信を示す場合にやはり必要とさ
れる場合がある。
【０１８１】
　ＲＦＲギャップは、Ｓセルに適用可能な少なくとも１つのＰＤＣＣＨが正常に復号され
た場合、またはＰＤＣＣＨが新しい送信を示す場合、必要とされない場合がある。しかし
、ＲＦＲギャップは、ＷＴＲＵがＲＦフロントエンドを再構成することができ、および／
または正常に復号されたＰＤＣＣＨのいずれも適用可能でない１つもしくは複数のＳＣＣ
（もしくはそのサブグループ）を非アクティブにすることができ、したがって、ＤＲＸサ
イクルの残りの間に使用されるアクティブなＳＣＣの結果として得られる数が、動作継続
時間の期間中のアクティブなＣＣの数未満である場合に必要とされる場合がある。
【０１８２】
　ＷＴＲＵが、ＲＦＲギャップが必要とされると既に判定した場合、ＤＲＸの動作継続時
間の期間の終わりの後の最初のサブフレームから始まり、ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエン
ドを再構成し、および／またはＳＣＣをアクティブ化する（ステップ７０８）。ＷＴＲＵ
は、ＲＦフロントエンドを再構成し、および／またはすべてのＳＣＣを非アクティブ化す
るか、もしくはいかなる適用可能なＰＤＣＣＨもＤＲＸの動作継続時間中に正常に復号さ
れなかったＳＣＣ（もしくはそのサブグループ）のみを非アクティブ化する場合がある。
【０１８３】
　ＤＲＸサイクルの残りの間、すなわち、ＤＲＸの動作継続時間が終わりに続いて、ＷＴ
ＲＵは、ＣＣ（例えば、すべてのアクティブ化されたＣＣ）上の送信に適用可能なＰＤＣ
ＣＨをＷＴＲＵが監視する同一のＤＲＸアクティブ時間（例えば、ＰＤＡＴ）をすべての
ＣＣに適用する（ステップ７１０）。ＷＴＲＵは、前のＲＦＲギャップの間に追加的に非
アクティブ化され得るその他のＣＣ（例えば、ＰＤＡＴとは異なるＤＲＸアクティブ時間
が使用される）に関するＰＤＣＣＨを監視する必要はない。加えて、ＷＴＲＵは、上記の
ステップ７０２を実行する。
【０１８４】
　ＤＲＸサイクルの終わりのＲＦＲギャップ中、ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドを再構
成し、および／またはＳＣＣのすべてをアクティブ化する（ステップ７１２）。
【０１８５】
　概念的に、上記の代替的手法の一部は、ＳＣＣが第２のＤＲＸアクティブ時間（例えば
、ＳＤＡＴ）に従う一方、第１のＤＲＸアクティブ時間（例えば、リリース８／９のＤＲ
Ｘの規則に従い得るＰＤＡＴ）に従うＰＣＣとみなされてもよい。ＤＲＸの動作継続時間
の期間中、すべてのＳＣＣに関するＳＤＡＴはＰＤＡＴと同一である。ＷＴＲＵが少なく
とも１つのＳＣＣがスケジューリングされなかったと判定する場合（場合によってはすべ
ての）、ＷＴＲＵのＳＤＡＴが、ＷＴＲＵがスケジューリングされることを予測されない
ギャップの発生の後に、当該ＳＣＣを非アクティブにしてもよい（すなわち、ＤＲＸのス
リープまたは非アクティブ化状態に入る）。ＤＲＸサイクルが終わりに近いとき、少なく
とも１つのＳＣＣがこのサイクルに関してＰＤＡＴに従うべきでないとＤＲＸの動作継続
時間中にＷＴＲＵが判定した場合、ＷＴＲＵは同様のギャップをＤＲＸのパターンに挿入
する。
【０１８６】
　ＷＴＲＵは、構成されたＳセルに関する要求される測定を、規定された測定の要件に従
ってアクティブ化期間中に実行することができる。そのような測定は、ＣＱＩの測定（構
成される場合、例えば、ＳセルのＡ１／Ａ２の閾値に基づく測定など）か、またはＲＲＣ
によって構成される測定かのいずれかであってもよく、したがって、ＷＴＲＵは、構成さ
れたＳセルがマルチＣＣ－ＤＲＸサイクル全体の間アクティブであるか否かに関わらずＳ
セルに関してレポートすることができる。
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【０１８７】
　スケジューリングギャップの存在は、ＷＴＲＵの実装か、または同期された方法かのい
ずれかが原因である場合がある。ＷＴＲＵの実装に基づくとき、ＷＴＲＵは、スケジュー
リングギャップがいつ起こるかを自律的に判定することができ、その場合、ギャップのタ
イミングはｅＮＢのスケジューラに知られない。これに基づいて、スケジューリングギャ
ップ中にはいかなる進行中の送信も存在しないはずであるので、スケジューリングギャッ
プ中に、処理される必要がある進行中のＨＡＲＱプロセスが存在する場合がある。
【０１８８】
　同期された方法に基づくとき、スケジューリングギャップは、ｅＮＢからの明示的なシ
グナリングによって、または暗黙的な方法によってスケジューリングされてもよい。第１
の暗黙的な方法は、タイマー、または構成された開始オフセットおよび周期に基づく（上
述の方法はこのカテゴリーに入る）。第２の暗黙的な方法は、ＨＡＲＱプロセスの状態に
基づき、例えば、ギャップを、すべてのＨＡＲＱプロセスが完了したときにスケジューリ
ングすることができる。
【０１８９】
　上記の場合のいずれにおいても、ギャップが進行中の送信の間に起こる場合、ＨＡＲＱ
プロセスは、同一のＨＡＲＱプロセスに関するｅＮＢの状態ともはや一貫性がない状態に
なるべきでない。
【０１９０】
　ＷＴＲＵは、測定ギャップ類似の方法で、要求されるスケジューリングギャップの一部
であるサブフレームの間、ＨＡＲＱプロセスを処理することができる。これは、スケジュ
ーリング要求、およびＨＡＲＱフィードバックと、ＣＱＩ、ＰＭＩ、またはＲＩと、ＳＲ
Ｓとの送信の処理にも当てはまる。
【０１９１】
　ＷＴＲＵがランダムアクセスプロシージャを開始し、ＷＴＲＵがスケジューリングギャ
ップを使用するように要求されるとき、ＷＴＲＵは、ランダムアクセスプロシージャがス
ケジューリングギャップと衝突するときにランダムアクセスプロシージャを処理するため
に以下のプロシージャのうちの少なくとも１つを実行することができる。
【０１９２】
　ＷＴＲＵは、スケジューリングの一部であるサブフレームが、ＷＴＲＵがプリアンブル
の送信のために使用したサブフレームと衝突する場合、プリアンブルの送信を遅延させて
もよい。例えば、衝突するサブフレームが、ＰＲＡＣＨ構成インデックス（prach-Config
 Index）、ＰＲＡＣＨマスクインデックス（PRACH Mask Index）、および物理レイヤのタ
イミングの要件（測定ギャップとの衝突と類似の）によって与えられる制約によって許容
されるＰＲＡＣＨを含む次の利用可能なサブフレームに対応する場合、ＷＴＲＵは、プリ
アンブルの送信を遅延させることができる。
【０１９３】
　ランダムアクセスプリアンブルがスケジューリングギャップの発生の前に既に送信され
た場合、ＷＴＲＵは、例えば、少なくともスケジューリングギャップの長さに等しい量だ
けＲＡ応答ウィンドウ（RA response window）の長さを拡張するか、ＷＴＲＵが関連する
アクション、例えば、ＲＦフロントエンドの再チューニングおよび／またはＤＲＸの遷移
を実行しないようにスケジューリングギャップを無視するか、あるいはランダムアクセス
プロシージャが失敗であると判定する場合がある。
【０１９４】
　ＷＴＲＵが、必要とされるスケジューリングギャップと衝突するサブフレームの間にＲ
ＡＲでＵＬグラントを受信した場合、ＷＴＲＵは、関連するアクション、例えば、ＲＦフ
ロントエンドの再チューニングおよび／またはＤＲＸの遷移を実行しないようにスケジュ
ーリングギャップを無視することができる。代替的に、ＷＴＲＵは、受信されたグラント
を無視し、ランダムアクセスプロシージャが失敗であると宣言することができる。
【０１９５】
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　Ｍｓｇ３が既に送信された場合、およびスケジューリングギャップがコンテンション解
決タイマー（contention resolution timer）が稼動している間に発生する場合、ＷＴＲ
Ｕは、コンテンション解決の期間からギャップの一部であるサブフレームを除外すること
ができ、すなわち、タイマーは、それらのサブフレームの間、更新されない。代替的に、
ＷＴＲＵは、関連するアクション、例えば、ＲＦフロントエンドの再チューニングおよび
／またはＤＲＸの遷移を実行しないようにスケジューリングギャップを無視することがで
きる。
【０１９６】
　ＷＴＲＵは、例えば、アクティブなＳセルの組の変更をトリガした何らかのイベントに
よって引き起こされたＲＦフロントエンドの再チューニングを実行した後、再びＵＬのタ
イミングを合わせるためのプロシージャを実行することができる。このプロシージャは、
以下のうちのいずれかを含み得る。
【０１９７】
　ＷＴＲＵは、ＲＦフロントエンドの再チューニングを実行するとき、ＴＡＴが満了した
とみなし、関連するアクション、例えば、構成された個別ＵＬリソースの削除を実行する
ことができる。ＷＴＲＵは、必ずしも個別リソース（例えば、ＳＲＳ、ＣＱＩ）の一部ま
たはすべてを削除しなくてもよい。
【０１９８】
　ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵのＲＦフロントエンドの再チューニングを完了した後、最初
の可能な機会に、個別プリアンブル（dedicated preamble）を送信することができる。こ
の場合、プリアンブルだけが送信され、このことは、ｅＮＢがＤＬ－ＳＣＨ上の個別送信
を用いてＷＴＲＵにタイミングアドバンスコマンド（ＴＡＣ）を送信することを可能にし
、ＷＴＲＵは、次に、受信されたタイミング調整を適用する。ｅＮＢは、そのｅＮＢがＷ
ＴＲＵに既に割り当てていた、受信された個別プリアンブルからＷＴＲＵの識別情報を導
出することができる。
【０１９９】
　ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵの構成された（すなわち、個別の）ＳＲＳリソース上でＳＲ
Ｓの送信を再開することができる。次に、ＳＲＳの送信が、ＷＴＲＵのために要求される
タイミング調整を判定するためにｅＮＢによって使用され得る。代替的に、ＷＴＲＵは、
そのＷＴＲＵの構成された（すなわち、個別の）ＣＱＩリソース上でＣＱＩの送信を再開
することができる。次に、ＣＱＩの送信が、ＷＴＲＵのために必要とされるタイミング調
整を判定するためにｅＮＢによって使用され得る。
【０２００】
　ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨプロシージャ、コンテンションフリーのランダムアクセス（ＣＦ
ＲＡ）か、コンテンションベースのランダムアクセス（ＣＢＲＡ）かのいずれかを開始す
ることができる。ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨプロシージャを必要とする任意のその他のプロシ
ージャも実行することができる。
【０２０１】
　上記プロシージャのいずれも、ＴＡＣおよび／もしくはＲＡ－Ｍｓｇ２が受信される（
すなわち、同期プロシージャの完了）か、またはＷＴＲＵが（おそらくはＵＬグラントを
示すＤＣＩに関してのみ）そのＷＴＲＵのＣ－ＲＮＴＩへのＰＤＣＣＨを正常に復号する
かのいずれかまで、ＷＴＲＵが（上の同期プロシージャのために要求される任意の送信以
外の）いかなるＵＬの送信も実行することを許可されないという追加の要件と組み合わさ
れてもよい。
【０２０２】
　代替的に、ｅＮＢは、通常のオペレーションに基づくＷＴＲＵからのＵＬの送信に依存
し、必要な場合にＷＴＲＵにＴＡＣを発行することができる。
【０２０３】
　ＬＴＥリリース８／９に関して、ＷＴＲＵがプライマリおよびセカンダリ同期チャネル
を用いてＤＬのタイミングを取得すると、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵの発振器のずれが、ＲＦ
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がセルにチューニングされた後で問題にならないように、あらゆるサブフレームをＤＬの
タイミングと同期させること可能とするべきである。これは、同一のＴＡを共有する複数
のセルにやはり当てはまる場合がある。
【０２０４】
　実施形態
【０２０５】
　１．無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって再チューニングギャップが発生する
時間をスケジューリングするための方法であって、再チューニングトリガイベントを検出
するステップと、トリガイベントが検出されることを条件に、再チューニングギャップが
起こる期間を判定するステップと、再チューニングギャップの間に無線周波数フロントエ
ンドの再チューニングを実行するステップとを含む方法。
【０２０６】
　２．再チューニングトリガイベントは、ＷＴＲＵによって受信された明示的な信号、ま
たはＷＴＲＵによる暗黙的な判定のうちのいずれか一方に基づく実施形態１に記載の方法
。
【０２０７】
　３．ＷＴＲＵによって受信された明示的な信号は、コンポーネントキャリアのアクティ
ブ化または非アクティブ化に基づくｅＮｏｄｅＢ（evolved Node B）から受信された信号
を含む実施形態２に記載の方法。
【０２０８】
　４．再チューニングトリガイベントの暗黙的な判定は、１つまたは複数のコンポーネン
トキャリアの間欠受信の状態の変化を含む実施形態２に記載の方法。
【０２０９】
　５．再チューニングギャップの期間の判定は、アップリンクの送信またはダウンリンク
の送信に基づく実施形態１乃至４のうちのいずれか１つに記載の方法。
【０２１０】
　６．送信は、物理ダウンリンク制御チャネルの受信、アップリンクのハイブリッド自動
再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバック、またはダウンリンクのＨＡＲＱフィードバックの
うちのいずれか１つに基づく実施形態５に記載の方法。
【０２１１】
　７．再チューニングギャップの長さ以上の長さを有するアイドル期間を判定するステッ
プをさらに含む実施形態６に記載の方法。
【０２１２】
　８．再チューニングギャップの期間の判定は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）
プロセスの送信の状態に基づき、再チューニングギャップは、すべてのアップリンクのＨ
ＡＲＱプロセスおよびダウンリンクのＨＡＲＱプロセスがアイドルするときに判定され、
ＨＡＲＱプロセスは、ＷＴＲＵがＨＡＲＱ肯定応答を生成するか、ＷＴＲＵがＨＡＲＱ肯
定応答を受信するか、またはすべてのＨＡＲＱプロセスに関して送信の最大数に達するこ
とを条件にアイドルリングする実施形態１乃至４のいずれか１つに記載の方法。
【０２１３】
　９．再チューニングギャップの期間の判定は、すべてのアクティブなコンポーネントキ
ャリア上の事前のアクティブな送信または再送信の終わりからのアイドル期間を検出する
ことに基づく実施形態１乃至４のいずれか１つに記載の方法。
【０２１４】
　１０．再チューニングギャップの期間は、検出されたアイドル期間が再チューニングギ
ャップの長さ以上の長さを有することを条件に判定される実施形態９に記載の方法。
【０２１５】
　１１．再チューニングギャップの期間の判定は間欠受信（ＤＲＸ）サイクルに基づく実
施形態１乃至４のいずれか１つに記載の方法。
【０２１６】
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　１２．再チューニングギャップは、すべてのアクティブなコンポーネントキャリアがＤ
ＲＸアクティブ時間内にないという条件、および次のＤＲＸの動作継続時間の期間までの
時間の長さが再チューニングギャップの長さ以上であるという条件で判定される実施形態
１１に記載の方法。
【０２１７】
　１３．判定された再チューニングギャップは、すべてのアクティブ化されたコンポーネ
ントキャリアが、ＤＲＸアクティブ時間内にもはや存在しない、または次のＤＲＸの動作
継続期間もしくは次のＤＲＸサイクルの前の要求される再チューニングギャップの期間内
に存在するという条件で適用される実施形態１２に記載の方法。
【０２１８】
　１４．アクティブ化期間中に無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される
方法であって、アクティブなコンポーネントキャリア（ＣＣ）の組からの任意のＣＣに関
するチャネルの割り当てに関して少なくとも１つのダウンリンク（ＤＬ）のＣＣの物理ダ
ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視するステップと、無線周波数再チューニン
グ（ＲＦＲ）ギャップが、マルチＣＣ間欠受信（ＤＲＸ）サイクル中にＷＴＲＵに利用可
能であるかどうかを判定するステップとを含む方法。ＣＣの少なくとも１つのサブグルー
プのＣＣがアクティブ化期間の最初のサブフレームからＲＦＲギャップの継続時間を引い
た時点においてアクティブでないという条件で、方法は、次のアクティブ化期間に先行す
るようにＲＦＲギャップをスケジューリングするステップも含む。少なくとも１つのＰＤ
ＣＣＨがアクティブ化期間中にＷＴＲＵによって正常に復号されたという条件で、方法は
、次のアクティブ化期間に先行するようにＲＦＲギャップをスケジューリングするステッ
プも含む。ＣＣの異なる組がアクティブ化期間の後にアクティブ化され得るという条件で
、方法は、アクティブ化期間に後続するようにＲＦＲギャップをスケジューリングするス
テップも含む。
【０２１９】
　１５．ＷＴＲＵが少なくとも１つのセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）に適
用可能なＰＤＣＣＨを正常に復号するという条件で、方法は、ＲＦＲギャップに続いて少
なくとも１つのＳＣＣをアクティブ化するステップも含む実施形態１４に記載の方法。
【０２２０】
　１６．マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの継続時間は、ＷＴＲＵによって使用されるＤＲＸ
サイクルの継続時間に等しい実施形態１４または１５に記載の方法。
【０２２１】
　１７．マルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの継続時間は、構成可能なＤＲＸサイクルの長さで
ある実施形態１４乃至１６のいずれか１つに記載の方法。
【０２２２】
　１８．アクティブ化期間の継続時間は、ＤＲＸの動作継続時間、プライマリＤＲＸアク
ティブ時間の継続時間、またはマルチＣＣ－ＤＲＸサイクルの継続時間のうちのいずれか
１つである実施形態１４乃至１７のいずれか１つに記載の方法。
【０２２３】
　１９．ＲＦＲギャップの継続時間は、固定値であるか、ネットワークによって構成可能
であるか、またはＷＴＲＵのケイパビリティから導出されるかのうちのいずれか１つであ
る実施形態１４乃至１８のいずれか１つに記載の方法。
【０２２４】
　特徴および要素が特定の組合せで説明されているが、当業者は、各特徴または要素が、
単独で、またはその他の特徴および要素との任意の組合せで使用され得ることを理解する
であろう。加えて、本明細書に記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実行
のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、
またはファームウェアで実装され得る。コンピュータ可読媒体の例は、（有線または無線
接続を介して送信される）電子的な信号と、コンピュータ可読ストレージ媒体とを含む。
コンピュータ可読ストレージ媒体の例は、ＲＯＭ（read only memory）、ＲＡＭ（random
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 access memory）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードデ
ィスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディ
スクおよびＤＶＤ（digital versatile disk）などの光媒体を含むがこれらに限定されな
い。ソフトウェアに関連するプロセッサを、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、ま
たは任意のホストコンピュータで使用するための無線周波数トランシーバを実装するため
に使用することができる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】

【図６】

【図７】
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